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◦GRI「サステナビリティ レポーティング ガイドライン」
◦ISO 26000ガイドライン
◦TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）
◦環境省「環境報告ガイドライン（2018年版）」

編集方針

S u s t a i n a b i l i t y  D a t a  B o o k

対象期間

参考ガイドライン報告範囲

海外事業体の情報開示

前年度の取り組み結果を中心に、年度を通じて都度更新し、
更新時期につきましては表紙に更新月を記載

トヨタ自動車株式会社（TMC）および国内外の連結子会社などでの取り組みと活動事例

海外連結子会社では、日本を合わせ16カ国／地域が自社ホームページ上で詳細情報を開示
これにより全世界の販売台数の約90％をカバーしており、グローバルでの情報開示を実施

『Sustainability Data Book』は、サステナビリティに関心の高い方および専門家向け媒体
として、トヨタのサステナビリティに対する考え方、ESGの取り組み方針や事例、数値データ
を紹介しています。
環境（E）につきましては、環境の専門冊子『環境報告書 ―トヨタ環境チャレンジ2050に
向けて―』へのリンクとなっています。
従来、『Sustainability Data Book』は、年次報告として情報開示を行ってきましたが、これまで
以上に情報開示をタイムリーに実施するため、2020年度より随時更新することとしました。
更新履歴につきましては次ページを参照ください。

環境報告書

Sustainability Data Book

Annual Report

有価証券報告書

米国SEC提出書類

決算報告

コーポレートガバナンス報告書

 TCFD対称表

 GRI対称表

 環境報告書
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更新履歴

2019年9月	 『Sustainability	Data	Book	2019』発行

2020年4月	 ◦P1	 編集方針
	 ◦P11	 環境への取り組み	 『Sustainability	Data	Book	2019』から抜き出し、別冊「環境報告書」へリンク設定
	 ◦P28-29	 人権の尊重	 責任ある鉱物調達への取り組み（コバルト追加）
	 ◦P44	 ダイバーシティ＆インクルージョン	 女性活躍推進法に基づく行動計画

2020年5月	 ◦P9	 サステナビリティの考え方	 サステナビリティ推進体制
	 ◦P25-27	 人権の尊重	 優先的に取り組むテーマの特定、移民労働、責任あるコバルト調達、結社の自由
	 ◦P42-48	 ダイバーシティ＆インクルージョン	 基本的な考え方、両立支援施策、女性活躍推進のKPI、トヨタループスの「ものづくり」事業、
	 	 	 介護施策の主な取り組み（日本）（データ更新）
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会社名 トヨタ自動車株式会社
（TOYOTA MOTOR CORPORATION）

代表者名 豊田 章男

所在地 本社
 東京本社
 名古屋オフィス

愛知県豊田市トヨタ町1番地
東京都文京区後楽1丁目4番18号
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

創立 1937年（昭和12年）8月28日

資本金 6,354億円（2019年3月末時点）

主な事業内容 自動車の生産・販売

従業員数（連結） 370,870人（2019年3月末時点）

連結子会社数 608社（2019年3月末時点）

持分法適用会社数 63社（2019年3月末時点）

生産拠点・製造事業体数（2019年3月末時点）

ディストリビューター数（2019年3月末時点）

研究開発拠点数（2019年3月末時点）
※いずれもトヨタ、レクサスブランドの拠点数

日本

北米

欧州

アジア

その他

58%
13%
6%
17%
6%

従業員数
370,870人
（2019年3月末時点）

48%
20%
8%
19%
5%

生産台数
8,985,186台

（2018年度）

25%
31%
11%
19%
15%

販売台数
8,976,795台

（2018年度）

欧州

8
29
3

その他

8
113
0

アジア

24
20
4 日本

17
－
6

北米

10
5
3

日本を除く

トヨタグループの力を結集して、
お客様により幅広い住宅関連サービスを
提供しています。

日本を含めた世界30以上の国と地域で
自動車ローンやリースを中心とした
金融サービスを展開しています。

マリン事業、バイオ・緑化事業などに
取り組んでいます。

住宅事業金融事業 その他の事業

会社概要 自動車以外の事業

グローバル展開・地域別データ

トヨタ自動車の概要
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◦「当社株主に帰属する当期純利益」を表示

◦設備投資額はリース用車両を除く

売上高

研究開発費

営業利益

設備投資額

当期純利益

米国会計基準に基づく連結財務ハイライト（3月31日終了会計年度）
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企業理念・
サステナビリティの考え方 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス 実績データ集

1. 内外の法およびその精神を遵守し、オープンでフェアな企業活動を通じて、国際社会
から信頼される企業市民をめざす

2. 各国、各地域の文化・慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通じて、経済・社会の
発展に貢献する

3. クリーンで安全な商品の提供を使命とし、あらゆる企業活動を通じて、住みよい地球と
豊かな社会づくりに取り組む

4. 様々な分野での最先端技術の研究と開発に努め、世界中のお客様のご要望にお応えする
魅力あふれる商品・サービスを提供する

5. 労使相互信頼・責任を基本に、個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高める
企業風土をつくる

6. グローバルで革新的な経営により、社会との調和ある成長をめざす
7. 開かれた取引関係を基本に、互いに研究と創造に努め、長期安定的な成長と共存共栄を

実現する

一、上下一致、至誠業務に服し、産業報国の実を挙ぐべし
一、研究と創造に心を致し、常に時流に先んずべし
一、華美を戒め、質実剛健たるべし
一、温情友愛の精神を発揮し、家庭的美風を作興すべし
一、神仏を尊崇し、報恩感謝の生活を為すべし

日常業務

方針

トヨタグローバルビジョン ト
ヨ
タ
行
動
指
針

ト
ヨ
タ
ウ
ェ
イ
2
0
0
1

トヨタ基本理念
CSR方針「社会・地球の持続可能な発展への貢献」

創業以来今日まで、トヨタグループの創始者、豊田佐吉の考え方をまとめた「豊田綱領」
（1935年10月発表）を経営の「核」として受け継いできました。
1992年には、社会情勢や事業構造の変化を受け、「企業を取り巻く環境が大きく変化して
いるときこそ、確固とした理念を持って進むべき道を見極めていくことが重要」との認識に
立ち、「トヨタ基本理念」を策定（1997年4月改正）し、企業としてのあるべき姿を明確に
しました。

トヨタ基本理念

豊田綱領

理念・方針・日常業務の関係

トヨタ基本理念

トヨタはあらゆる事業活動を通じて、豊かな社会づくりに貢献し、すべてのステークホルダー
から信頼される良き企業市民を目指しています。その礎となる企業理念をはじめ、その実現を
支える価値観、心構えを紹介します。

基本的な考え方

企業理念
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企業理念・
サステナビリティの考え方 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス 実績データ集

「トヨタウェイ2001」は、全世界のトヨタで働く人々が「トヨタ基本理念」を実践する上で
共有すべき価値観や手法を示したもので、2001年4月に策定しました。
トヨタウェイの二つの柱は、「知恵と改善」と「人間性尊重」です。「知恵と改善」は、常に現状
に満足することなく、より高い付加価値を求めて知恵を絞り続けることです。

「人間性尊重」は、あらゆるステークホルダーを尊重し、従業員の成長を会社の成果に結び
付けることを意味しています。

2011年3月に発表した「トヨタグローバルビジョン」は、2008年のリーマンショックによる
赤字転落や 2010 年の一連のリコール問題への反省を通じ、「トヨタはどのような企業で
ありたいのか、どのような価値観を大切にしていくのか」を見つめ直し、全社で議論を尽くして
まとめたものです。

「豊田綱領」「トヨタ基本理念」「トヨタウェイ2001」を企業活動の根底にある価値観として
います。
お客様の期待を超える「もっといいクルマ」づくり、「いい町・いい社会」づくりへの貢献により、
お客様・社会の笑顔をいただき、それを「安定した経営基盤」につなげることで良い循環を
回し、社会と共に持続的な成長を目指します。

「トヨタ行動指針」は、トヨタで働く人々が会社・社会生活において行動する際に、規範・羅針
盤とすべき基本的な心構えと具体的な留意点をまとめたものです。社員一人ひとりが「トヨタ
基本理念」を実践し、社会的責任を果たしていく上で大きな支えとなるものとして、「トヨタ
ウェイ2001」と共に位置付けられています。

トヨタウェイ2001 トヨタグローバルビジョン

トヨタ行動指針

豊田綱領　トヨタ基本理念　トヨタウェイ

トヨタ共通の価値観木の根

安定した経営基盤木の幹

もっといいクルマ果実 いい町・いい社会果実

持続的成長人々を安全・安心に運び、心までも動かす。

そして、世界中の生活を、社会を、豊かにしていく。

それが、未来のモビリティ社会をリードする、私たちの想いです。

一人ひとりが高い品質を造りこむこと。

常に時代の一歩先のイノベーションを追い求めること。

地球環境に寄り添う意識を持ち続けること。

その先に、期待を常に超え、お客様そして地域の笑顔と幸せに

つながるトヨタがあると信じています。

「今よりもっとよい方法がある」その改善の精神とともに、

トヨタを支えてくださる皆様の声に真摯に耳を傾け、

常に自らを改革しながら、高い目標を実現していきます。

Respect
for People

人間性尊重

Continuous
Improvement

知恵と改善

リスペクト
他を尊重し、誠実に相互理解に
努め、お互いの責任を果たす

チームワーク
人材を育成し、個の力を結集する

チャレンジ
夢の実現に向けて、ビジョンを掲げ、
勇気と創造力をもって挑戦する

改 善
常に進化、革新を追求し、
絶え間なく改善に取り組む

現地現物
現地現物で本質を見極め、
素早く合意、決断し、
全力で実行する

笑顔のために。期待を超えて。
Rewarded with a smile
by exceeding your expectations

 トヨタ行動指針

 トヨタグローバルビジョン
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企業理念 サステナビリティの考え方

トヨタの CSR 方針は、「トヨタ基本理念」をステークホルダーとの関係を念頭にまとめた
ものです（2005 年 1 月策定、2008 年 8 月改定）。連結子会社を含めたすべての従業員と

共有・実践し、社会に愛され、信頼される企業グループを目指します。また、取引先に対し
ても、CSR 方針の趣旨の支持とそれに基づく行動を期待します。

お客様
◦私たちは､「お客様第一主義」という信念に基づき､ 世界中の人々の生活

を豊かにするために､ お客様の様々な期待に応える革新的･安全かつ卓
越した高品質な製品とサービスを開発･提供します。（基本理念3,4）

◦私たちは各国の法およびその精神を遵守し､ お客様をはじめ事業活動に
関わる全ての人々の個人情報保護の徹底に努めます。（基本理念1）

従業員
◦私たちは､「事業活動の成功は従業員一人一人の創造力と優れたチー

ムワークによってこそ達成される」との信念のもと、従業員を尊重し､
個々人の成長を支援します｡（基本理念5）

◦私たちは､ 均等な雇用機会を提供するとともに､ 従業員の多様性･一
体感の確保に努力します。また､ 従業員に対する差別を行いません｡

（基本理念5）
◦私たちは､ 全従業員に対し公正な労働条件を提供し､ 安全かつ健康的な

労働環境を維持･向上するよう努めます。（基本理念5）
◦私たちは､ 事業活動に関わる全ての人々の人権を尊重し､ いかなる形で

あれ強制労働･児童労働は行いません。（基本理念5）
◦私たちは､ 従業員との誠実な対話と協議を通じ､「相互信頼･相互責任」

の価値観を構築し共に分かち合います｡ そして､ 従業員と会社がお互い
に繁栄するよう共に努力します。私たちは、従業員が自由に結社する

前文
私たち（トヨタ自動車株式会社およびその子会社）は、「トヨタ基本理念」に基づき、グローバル企業として、各国・各地域でのあらゆる事業活動を通じて、社会・地球の調和のとれた持続可能な発展に率先して貢献します。私たち
は国内外・国際的な法令並びにそれらの精神を遵守し、誠意を尽くし誠実な事業活動を行います。私たちは、持続可能な発展のために、以下のとおり全てのステークホルダーを重視した経営を行い、オープンで公正なコミュニケー
ションを通じて、ステークホルダーとの健全な関係の維持・発展に努めます。私たちは、取引先がこの方針の趣旨を支持し、それに基づいて行動することを期待します。

権利または結社しない権利を、事業活動を行う国の法令に基づいて
認めます。（基本理念5）

◦私たちは､ 経営トップの率先垂範のもと､ 倫理的な行動を促す企業文化
を育て､ それを実践していきます。（基本理念1,5）

取引先
◦私たちは､ サプライヤー ･販売店などの取引先を尊重し､ 長期的な視

野に立って相互信頼に基づく共存共栄の実現に取り組みます。（基本
理念7）

◦私たちは､ 取引先の決定にあたっては､ 全ての候補に対しその国籍また
は規模に関わらず門戸を開き､ その総合的な強みに基づき判断します｡

（基本理念7）
◦私たちは､ 各国の競争法の規定と精神を遵守し､ 公正かつ自由な取引を

維持します。（基本理念1,7）

株主
◦私たちは､ 株主の利益のために､ 長期安定的な成長を通じ企業価値の

向上を目指します｡（基本理念6）
◦私たちは､ 株主および投資家に対して､ 事業･財務状況と成果の適時

かつ適正な開示を行います｡（基本理念1,6）

地域社会・グローバル社会
環境
◦私たちは､ あらゆる事業活動を通じ環境保全に努め､ 環境と経済を両立

する技術の開発と普及に取り組むとともに､ 社会の幅広い層との連携
を図り､ 地球温暖化防止､ 生物多様性の保全等､ 環境との調和ある成長
を目指します｡（基本理念3）

社会
◦私たちは､ 各国の文化･慣習･歴史および法令を尊重し､「人間性尊重」

の経営を実践します。（基本理念2）
◦私たちは､ 社会が求めるサステイナブル･モビリティの実現に向けて､

安全でクリーンかつ社会のニーズを満たす優れた技術を常に追求し
ます｡（基本理念3,4）

◦私たちは政府や取引先による贈収賄を許さず､ 行政府諸機関と誠実かつ
公正な関係を維持します｡（基本理念1）

社会貢献
◦私たちは､ 事業活動を行うあらゆる地域において､ 独自にまたはパー

トナーと協力して､ コミュニティの成長と豊かな社会づくりを目指し､
社会貢献活動を積極的に推進します｡（基本理念2）

CSR方針「社会・地球の持続可能な発展への貢献」全文

サステナビリティの考え方
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企業理念 サステナビリティの考え方

編集方針・目次・
トヨタ自動車の概要

企業理念・
サステナビリティの考え方 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス 実績データ集

トヨタは、「CSR方針」の前文で「持続可能な発展のために、
すべてのステークホルダーを重視した経営を行う」こと、

「オープンで公正なコミュニケーションを通じて、ステーク
ホルダーとの健全な関係の維持・発展に努める」ことを宣言
しています。
具体的には主要ステークホルダーに対し、トヨタの関連部署、
あるいは世界各地の事業所が窓口となって対話を実施。
トヨタの考えをお伝えするとともに、相互理解を深めてい
ます。
このほかにも、サステナビリティに関する取り組みの方向性
検討などのため、社外有識者とのコミュニケーションを図っ
ています。
トヨタはステークホルダーとの対話を一層深め、社会の期待
や課題と真摯に向き合い、今後の取り組みに生かしていき
ます。

自動車業界が100年に一度の大変革期を迎えるなか、社会
課題解決の緊急性の高まりにともない、企業にもサステナビ
リティ推進の強化が問われています。
トヨタは、会社全体として、より統合的に優先順位を判断し
ながら取り組みを推進できるよう、2019年、サステナビリ
ティ推進室を新設しました。2020年には、推進をリードする
最高責任者としてChief Sustainability Officer（CSO、取締
役）および、Deputy Chief Sustainability Officer（DCSO）
を任命しました。
サステナビリティ会議では、CSOを議長として、サステナビ
リティ課題解決や方向性につき審議・報告などを行い、会議
で審議した結果は、上位の監督機関である取締役会に報告し
ています。
また、サステナビリティ推進室を事務局とするサステナビリ
ティ連絡会を、関係部署（環境、人材開発、秘書、調達、経理、
広報、社会貢献推進など）と定期的に開催することで連携を強
化し、サステナビリティ全体のレベルアップを図っています。

すべてのステークホルダーを重視した経営サステナビリティ推進体制

取締役会

サステナビリティ会議

株主総会

議長：CSO

サステナビリティ連絡会

事務局：サステナビリティ推進室

推進体制

トヨタはグローバル社会と協調し、事業活動を通じて社会・
地球の持続可能な発展に貢献する取り組みを進めています。
取り組みの根底にあるのは、経営の「核」として受け継いで
きた「豊田綱領」であり、企業としてのあるべき姿を明確に
した「トヨタ基本理念」です。2011年にはリーマンショック
や2010年の一連のリコール問題の経験を踏まえて、企業
の目指すべき方向性を示す「トヨタグローバルビジョン」を
公表しました。
トヨタのこうした考え方・価値観は、2016年1月に発効した
国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」が目指すものと一致
しています。
また、環境課題は、トヨタの考えるサステナビリティ課題の
中でも重要なものの一つです。「パリ協定」で合意された2℃
未満シナリオ＊を念頭に「トヨタ環境チャレンジ2050」を
掲げて取り組みを推進しています。

グローバル社会と協調した取り組み

＊ 2015年にパリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議
（COP21）では、産業革命前に比べ世界の平均気温の上昇を2℃未満に
抑制することを長期目標とし、今世紀後半にCO₂などの排出を実質的
にゼロにすることを目的に取り組みを進めることなどが盛り込まれた

2020年5月更新
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企業理念 サステナビリティの考え方

編集方針・目次・
トヨタ自動車の概要

企業理念・
サステナビリティの考え方 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス 実績データ集

ステークホルダー コミュニケーション方法 頻度 内容 企業活動への反映

お客様
お客様第一主義という信念に基づき、
お客様の声を、よりよい製品、
サービスに反映する活動の推進

お客様相談窓口 随時 電話およびメールフォームでのご意見対応 CS活動の向上

公式ホームページ、商品ホームページ 随時 会社情報 事業内容の発信。FAQの設置など CS活動の向上

各種SNSでの発信 随時 会社情報 事業内容の発信 お客様にとってニーズの高い情報の発信

従業員
労使相互信頼・相互責任の関係を原則とする、
チームワークや一体感の醸成に向けた
双方向コミュニケーション

労使懇談会／労使協議会 年数回 労使間の課題についての協議・交渉、意見交換、相互理解 労使関係の強化

従業員意識調査 1〜2回/2年 従業員に対する職場風土や会社生活などに関する調査 職場風土の改善や労務・人事諸施策の評価・立案

取引先 相互信頼に基づく共存共栄に向けた
緊密なコミュニケーション

【販売店】　販売店との各種会議、研修会、
イベントの開催 随時 企業方針の共有

相互信頼に基づく共存共栄に向けた
緊密な関係構築

【サプライヤー】　仕入先総会、協力会との
各種会議、研修会、イベントの開催 随時 調達方針の共有、相互研鑽・パートナーシップの強化

株主

株主・投資家に対する事業・財務状況と成果の
適時かつ適正な開示、
および持続的な成長・企業価値向上に向けた
建設的な対話

株主総会 年1回 事業報告、連結計算書類、計算書類、監査結果の報告
および決議事項の審議および決議

建設的な対話を通じた経営の質の向上

決算説明会 年4回 当社の決算概況、取り組みなどにつき、記者会見、
電話会議を開催

個別説明会 随時 機関投資家、個人投資家に対し、当社の決算概況、
地域事業、技術、商品などにつき説明・意見交換

投資家情報ホームページ　など 随時 決算情報、事業内容などを発信。社長メッセージを集めた
専用ホームページ「T-ROAD」も開設

地域社会・
グローバル社会

地域社会との良好な関係の構築や
グローバルな社会・環境課題の解決に向けた
多様なステークホルダーとの対話

地域住民との懇談会 年数回 各工場単位で地域の代表者に対するトヨタの取り組み紹介
および意見交換

相互理解を図り、安定した地域社会を形成

当社イベントへの招待・地域イベントへの参加 随時 地域住民との交流

官民共同プロジェクトへの参画 随時 実証実験など先進的な取り組みへの協力 先進技術の向上、社会的課題の認識・解決

経済・業界団体への参加 随時

各団体施策の企画立案・実施に参画
「持続可能な発展のための世界経済人会議
（WBCSD：World business council for sustainable
development）」の創立以来のメンバー

国・業界全体の活力向上のための施策導入

NGO、NPOとの協働活動参加 随時 世界各地域における社会貢献活動 各地域ごとの社会ニーズの把握

ステークホルダー・エンゲージメントの実施状況
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編集方針・目次・
トヨタ自動車の概要

企業理念・
サステナビリティの考え方 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス 実績データ集

環境への取り組み

環境の詳細は、別冊『環境報告書』をご覧ください

 環境報告書
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トヨタ自動車の概要

企業理念・
サステナビリティの考え方 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス 実績データ集

安全への取り組み お客様第一・品質第一への取り組み 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーとともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成（教育・キャリア） ダイバーシティ＆インクルージョン 豊かな社会づくり

社会への取り組み

安全への取り組み 13

お客様第一・品質第一への取り組み 17

社会貢献活動 23

人権の尊重 25

ビジネスパートナーとともに 30

従業員とともに 34

安全・健康 36

人材育成（教育・キャリア） 39

ダイバーシティ＆インクルージョン 42

豊かな社会づくり 49
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編集方針・目次・
トヨタ自動車の概要

企業理念・
サステナビリティの考え方 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス 実績データ集

安全への取り組み お客様第一・品質第一への取り組み 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーとともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成（教育・キャリア） ダイバーシティ＆インクルージョン 豊かな社会づくり

WHO（世界保健機関）の調査結果※によると、交通事故による全世界の死亡者数は135万人と
なっています。日本・米国・欧州では少しずつ減少傾向にありますが、特に新興国ではクルマの
増加に教育や交通環境が対応しきれず、このまま対策を講じないでいると、2030 年には
死亡原因の 7 位になるといわれています。
トヨタの究極の願いである「交通死傷者ゼロ」に向けて、安全なクルマの開発が必要なことは
もちろんですが、並行して、ドライバーや歩行者という「人」に対する啓発活動、信号設置や
道路整備など「交通環境」整備への働きかけも欠かせません。
トヨタでは安全なモビリティ社会の実現に向け、人・クルマ・交通環境の「三位一体の取り組み」
を推進するとともに、事故に学び、商品開発に生かす「実安全の追求」が重要と考えています。
また、交通死傷者ゼロに向けた安全技術の基本的な考え方として、「統合安全コンセプト」を
掲げ、技術開発を推進しています。

安全への取り組み

基本的な考え方

三位一体の
取り組み

事故の調査・解析
実際の事故を調査・解析講習会などを通じ

交通安全への
意識を高める

人

事故の回避や衝突時の
乗員保護支援の
技術開発

クルマ
渋滞情報や
信号・道路などの
整備・運営

交通環境
事故を再現し、
事故への対策を検討

シミュレーション
実際の車両を評価し、
安全な車両を追求
対策技術を実車に織り込み

開発・評価

実安全の
追求

※ WHO“Global Status Report on Road Safety 2018”より

個々の技術・システムの連携イメージ

ドライブスタート
コントロール

インテリジェント
クリアランスソナー

インテリジェント
パーキングアシスト

レーダークルーズ
コントロール

ブラインドスポット
モニター

レーンキーピング
アシスト

レーンディパーチャー
アラート

ナビ協調システム インフラ協調型
安全支援システム

インテリジェント
AFS

ロードサインアシスト

パノラミックビュー
モニター

バックガイドモニター

アダプティブハイビーム
システム

オートマチックハイビーム

基本機能

警報

プリクラッシュブレーキ
アシスト

プリクラッシュブレーキ

追突回避支援PCS

歩行者衝突回避支援PCS

種類

衝突安全ボデー構造

ポップアップフード

シートベルト

エアバッグ

シート

衝突

駐車 予防安全 プリクラッシュセーフティ 衝突安全 救助

事故の被害を軽減する事故を未然に防ぐ

プリクラッシュ
セーフティ GOA ヘルプネット

D-Call NetVDIM

ABS

トラクション
コントロール

VSC

車両

ブレーキアシスト

統合安全コンセプト
駐車から通常運転、衝突直前、衝突、事故後の救助まで、

「さまざまな運転ステージで最適なドライバー支援を行う」。
そして、クルマに搭載される安全システムを個別に考えるの
ではなく、「個々のシステムの連携を図ることで、より安全性
を高めていく」。これが統合安全コンセプトの考え方です。
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編集方針・目次・
トヨタ自動車の概要

企業理念・
サステナビリティの考え方 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス 実績データ集

安全への取り組み お客様第一・品質第一への取り組み 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーとともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成（教育・キャリア） ダイバーシティ＆インクルージョン 豊かな社会づくり

2018年の国内交通事故による死者数は3,532人（前年比162人減）で、警察庁が統計を開始
した1948年以来で最少となりました。道路利用者別で見ると、歩行者の死者が最も多く、
65歳以上の高齢者の死者数の全体に占める割合は年々高くなっています。
また近年では、駐車場などでのブレーキとアクセルの踏み間違い事故や高速道路での逆走事故
など、高齢者が加害者になる事故が社会問題となっています。
こうした背景を受けて、従来の衝突安全に加えて事故防止に寄与する予防安全技術に注目が
集まっています。
トヨタでは、被害軽減ブレーキを含む複数の予防安全システムをパッケージ化した「Toyota 
Safety Sense」を、ほぼすべての乗用車に展開しているほか、ペダル踏み間違い事故に対応
した「インテリジェントクリアランスソナー（ICS）［パーキングサポートブレーキ（静止物）］」
の展開を進めています。

交通事故の実態とトヨタの安全技術

予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」

踏み間違い事故対応システム

重大死傷事故低減に効果が見込める3つの主な機能を取り入れたToyota Safety Senseは、
先行車や歩行者との衝突回避支援または被害軽減を図る「プリクラッシュセーフティ（PCS）」、
車線逸脱による事故の予防に貢献する「レーンディパーチャーアラート（LDA）」、夜間の前方
視界確保を支援する「オートマチックハイビーム（AHB）」を中心とする、複数の予防安全機能
をパッケージしています。
また、2018年1月より「アルファード」「ヴェルファイア」に、夜間歩行者や昼間の横断自転車を
検出する機能を拡充したほか、自動運転につながる高度運転支援機能のレーントレーシング
アシストの採用により、高速道路を走行する際の運転負荷の軽減に寄与します。
Toyota Safety Senseは、2015年の市場投入以来、グローバル累計装着台数は、1,000万台
を突破（2018年10月）しています。
現在、日米欧のほぼすべての乗用車への設定（標準もしくはオプション）を完了し、中国・
アジアの一部、中近東、豪州など、主要な市場を含めた68の国と地域に導入しています。

交通事故全体の約3割が、駐車場で発生＊1しているといわれています。さらに、駐車場などで
のブレーキとアクセルのペダル踏み間違い事故は、75歳以上の高齢ドライバーが高い傾向＊2

にあり、その対策として、ICSを展開し、現在、コンパクトカーを含む販売車両の約9割に設定
しています。
一方、お客様が現在保有されているクルマに対しては、後付けの「踏み間違い加速抑制システム」
の対象車種の展開を順次進めています。後付けの踏み間違い加速抑制システムは、2018年
12月より既販5車種を対象に販売を開始しており、2019年内に順次12車種まで拡大する
予定です。

予防安全

＊1 日本損害保険協会発行「駐車場事故の実態」より（東北6県の統計）
＊2 公益財団法人 交通事故総合分析センター 2018年2月発行 ITARDA INFORMATION 交通事故分析レポート

No.124

状態別死者数 高齢者（65歳以上）の死者数

出典：警察庁 平成30年中の30日以内交通事故死者の状況より 出典：警察庁 平成30年中の交通事故死者数について

（人）

2014 ’15 ’16 ’17 ’18（年）

1,000

0

2,000

1,2581,258歩行者歩行者

バイクバイク
自転車自転車

原付原付

乗用車乗用車

（人）

2014 ’15 ’16 ’17 ’18（年）

2,000

1,500

2,500

1,9661,966

1,5661,566

高齢者
（65歳以上）

高齢者
（65歳以上）

65歳未満65歳未満

後付けの「踏み間違い加速抑制システム」の表示機
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実際の交通環境におけるICS装着車では、踏み間違い事故の約7割の事故低減効果を発揮して
います。また、ICSとToyota Safety Senseを組み合わせることで、追突事故に対しては、
約9割の事故低減効果が確認されています（トヨタ調べ）。

事故低減効果

事故や急病の際は、一刻も早い対応が求められます。トヨタは2000年より情報ネットワーク
G-BOOK（現 T-Connect）、G-Linkを活用し、緊急通報システム「ヘルプネット®」サービス
を開始しています。「ヘルプネット®」は、突然の事故や急病時に、専門オペレーターが警察や
消防に迅速な緊急車両の手配を行います。エアバッグ作動時には自動でオペレーターに接続し、
全国規模に拡大したドクターヘリなどの早期出動判断を行う「D-Call Net ®」に対応してい
ます。このサービスは、車載通信機（DCM）を使って車両データをヘルプネットセンターに
送信することで提供されます。
2018年6月発売の「クラウン」「カローラ スポーツ」にDCMを標準搭載しており、以降の
国内のすべての新型乗用車への標準搭載を目指しています。

衝突安全は、衝突エネルギーを吸収するボデー構造と、乗員を効率的に保護する装置を組み合わせ、
衝突の被害を最小限に抑えることを目的としています。
1995年、世界トップレベルの安全性を追求するため、GOA（Global Outstanding Assessment）
という衝突安全性能に関するトヨタ独自の厳しい社内目標を設定し、衝突安全ボデーおよび乗員
保護装置を開発。以後、トップレベルを維持するために、GOAを常に進化させ、多様な事故における
実安全性を高めています。
人体の傷害メカニズムを解明するため、ダミー人形では計測不能な人体への影響をシミュレート
するバーチャル人体モデル「THUMS（Total Human Model for Safety）」を開発・進化させ、人体
各部の傷害予測に役立てています。
また、統合安全コンセプトのもと、予防安全のPCSと連携し、衝突時の保護装置を作動させる予防
連携機能の技術開発を推進しています。PCSが車両と衝突する可能性が高いと判断した場合に、乗員
を保護する装置であるシートベルト機構やSRS＊サイドエアバッグ/SRSカーテンシールドエアバッグ
の作動を準備する機能、およびPCSが歩行者や自転車と衝突する可能性が高いと判断した場合には、
歩行者や自転車運転者を保護するためのポップアップフードの作動を準備する機能を開発しました。

救助

衝突安全

＊ SRS（Supplemental Restraint System）：乗員保護補助装置

事故発生件数

追突事故装備なし

約9割減Toyota Safety
 Sense P & ICS

0 10 20（件/万台・年）事故発生率

ペダル踏み
間違い事故ICSなし

約7割減ICSあり

0 0.040.02 0.06 0.08（％）

Toyota Safety Sense PとICSの事故低減効果

日本 JNCAP＊1予防安全性能評価 
「ASV＋＋＋」（最高評価）

「アルファード／ヴェルファイア」（予防安全性能評価大賞）
「クラウン」「カローラスポーツ」

日本 JNCAP＊1衝突安全性能評価
「５★（ファイブスター賞）」（最高評価）

「クラウン」（衝突安全性能評価大賞）
「カムリ」「カローラスポーツ」

米国 IIHS（米国道路安全保険協会）の
自動車アセスメント 「TSP+＊2」（最高評価）

「Camry」「RC」

自動車アセスメント 「TSP」（最高評価） 「Avalon」「Corolla 」「Highlander 」「Prius」「Prius Prime」
「RAV4」、Lexus「ES」「IS」「NX」「RX」

米国 NCAP＊1「５★」（最高評価） 「Avalon」「Camry」「C-HR」「Corolla」「Highlander」「Prius」
「RAV4」「Sienna」「Yaris iA」 、Lexus「ES」「IS」「NX」「RX」

欧州 Euro NCAP＊1「５★」（最高評価） Lexus「ES」

豪州 ANCAP＊1「５★」（最高評価） 「Corolla」、Lexus「ES」 

中国 CNCAP＊1「５★」（最高評価） 「Camry」 

中国 C-IASI＊3

「乗員保護・歩行者保護・予防Good」（最高評価）
「Camry」「Izoa」

韓国 KNCAP＊1「グレード１」（最高評価） 「Camry」 

アセアン ASEAN NCAP＊1「５★」（最高評価） 「C-HR」「Rush」

Column 安全に関する外部評価

※駐車場で発生したアルファード、ヴェルファイア、プリウス
の事故を分析
当該車種約6万台分を契約している保険会社による約2,500
件の事故データを調査

・対象車種：アルファード、ヴェルファイア、プリウス
・調査期間： 2015年1月〜 2016年6月
・調査対象：約6万3,000台、うちICS搭載車約2万6,000台

（ICS搭載率42％）
※お客様の申告から踏み間違いと判断したケースを抽出

※交通事故総合分析センター（ITARDA）データを分析
事故発生率は、事故件数を走行台数（販売台数を販売時期を
もとに換算）で割り、算出

・対象車種：プリウス　
・調査期間：2015年12月〜 2016年12月
・調査対象：調査対象約24万7,000台うち「Toyota Safety Sense P」

のみ搭載車は約8万4,000台、「Toyota Safety Sense P」
とICS搭載車は約12万1,000台

※期間：日本：2018/4 〜 2019/3、米国NCAP：2019MY、米国IIHS：2017/12 〜 2018/11、その他：2018/1 〜 12
＊1 NCAP(New Car Assessment Program)：各国、各地域で行っている自動車アセスメント
＊2 TSP＋：TSPの中でも最優秀事例として選ばれたクルマ
＊3 C-IASI(China Insurance Automotive Safety Index)：
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「交通事故死傷者ゼロ」の実現のため、トヨタは、1990年代から自動運転技術の研究開発に
取り組み、あるときは見守り、あるときは助け合う、気持ちが通った仲間の関係を築くという
トヨタ独自の自動運転の考え方「Mobility Teammate Concept」のもと、自動運転技術に
より、高齢者や体の不自由な方を含むすべての人が安全、スムース、自由に移動できる社会を
目指しています。
特に、安全においては、人間の能力を置き換えるのではなく増大させるという「ガーディアン」
により、人間のドライバーが常にクルマをコントロールする前提で、事故が起こりそう、もし
くは実際に差し迫っている際に、「ガーディアン」がドライバーによる操作と協調させながら
事故回避をサポートしていきます。

交通事故未然防止のためには「人」への啓発活動も重要と考え、1960年代に全国のトヨタ
販売店と協同で、「幼児向け交通安全教材の贈呈活動」を開始し、新入園児に交通安全絵本・
紙芝居を贈呈しています。以降、幼児向け交通安全教室「トヨタセーフティスクール」を毎年
開催。2005年には富士スピードウェイ内に「トヨタ交通安全センター モビリタ」を設立。
ドライバー向け安全運転実技講習会「トヨタ ドライバーコミュニケーション」を定期的に
開催しています。
また、トヨタは、国が推奨する「セーフティ・サポートカー（通称：サポカー）」の普及に合わせて、
トヨタ販売店と一体となった安全技術のさらなる普及とお客様への啓発活動を続けており、
安全・安心なカーライフの実現に向けた「サポトヨ（安全・安心の活動の総称）」を全国で展開
しています。

自動運転 人への取り組み

緊急事態発生

D-Call Net®の流れ
ヘルプネット®の流れ

事故や急病時に
ワンタッチで通報

必要に応じてドクターヘリが出動
医師を現地に派遣

現場へ急行

エアバッグ作動に連動し、自動的に通報
位置情報など車両データを送信

ドクターヘリ基地病院

警察
車両データに
基づき乗員の
重症度を推定

重症度情報を送信

消防

連携

ヘルプネット
センター

or

※ドクターヘリは、場所、時間帯、天候などにより出動できない場合があります
　また、「ヘルプネット®」ボタンを押した場合は「D-Call Net®」には対応しません
※「ヘルプネット®」は、株式会社 日本緊急通報サービスの、「D-Call Net®」は認定NPO法人 
　救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）の登録商標です

ヘルプネット（エアバッグ連動タイプ）イメージ

＊ CSRC（Collaborative Safety Research Center）

米国・先進安全技術研究センター (CSRC＊）の取り組み支援
2011年1月、より安全で信頼できる交通手段の確立を目指し、米国ミシガン州のTTC

（Toyota Technical Center）内にCSRCを設立しました。2017年3月には、第1期のプロ
ジェクトが完了。5年間で、23の大学および研究機関と44の研究プロジェクトを立ち上げ・
完了し、200以上の論文を発行しました。
また、車両安全、交通安全の開発に携わるすべての方々の役に立てるよう、さまざまな車両
安全関連の会議での発表などを通じて、研究成果を公にしてきました。
2017年からは新たに第2期プロジェクト「CSRCネクスト」を開始。これは、「進化する車両
技術に対して、人間がどう関与していくのかを理解することが大切である」という、トヨタ
のスタンスを反映したものです。3,500万ドルを新規投資して、5年間にわたり、自動運転や

「つながるクルマ」の課題や可能性について集中的に研究を行い、研究結果については、社外
公開することを予定しており、業界全体を通した自動車の安全性向上に貢献します。

 トヨタの安全技術
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品質への取り組み

製品の質  営業・
サービスの質

仕事の質 〈仕事の基本を守る〉

お客様の笑顔

監査改良

生 産
●製造品質の保証
●工程の維持・管理　 など

調 達
●仕入先の能力確認
●取引基本契約の締結 など

品質保証
開 発物 流

販売／アフターサービス 商品企画

生産準備
●工程・設備の計画
●工程能力確保
●検査法の整備と
　初品測定　　　　など

検 査
●検査の計画と実施
●検査設備・機器などの
　点検保守　　　　など

●製品基本計画の立案
●設計品質の保証
●試作評価　　　　など

●輸送基準の設定・指導
●品質の劣化防止　など

●商品企画の立案
●開発目標の設定
●品質目標の設定　など

●市場品質情報の収集
●販売店の教育・指導
●補給品の保証　　など

推進体制・仕組み
これらの取り組みの基本となるのは「機能別管理」と「方針
管理」です。

「機能別管理」は、品質や安全などの機能軸で全社方針を策定
し、各本部・カンパニーが横断的に活動を進めることです。

「方針管理」は、全社方針のもと、各本部・カンパニーが目標
達成に向けた計画を立案・実行するものです。
品質機能の方針管理としては、全社の品質課題や新たな事
業・技術に応じた品質確保のための計画を毎年、「品質機能
方針」として定めて全社に展開し、品質機能会議などを通じ
て進捗・結果を報告し、適宜、対応を図ります。

また、地域主導の品質改善活動を強化するために、日本を
はじめとした世界各地域に品質責任者である「Chief Quality 
Officer（CQO）」を配置。年に数回開催するグローバルの
最上位会議体である「品質機能会議」のうち、1月の会議には
全地域のCQOが一堂に参集し、先の品質機能方針について
議論します。

各地域には品質に関するさまざまな会議体が組織されてい
ますが、CQOが議長を務める最上位会議体にはTMCから
グローバルCQO、もしくは事務局メンバーが参加し、より
深いコミュニケーションや連携を図っています。さらに、
品質機能方針は関連グループ会社ならびにサプライヤーと
も共有され、一丸となった品質確保の取り組みを推進して
います。

トヨタの考える品質は、「製品」の質、「営業･サービス」の質、それを支える基盤として従業員一人ひとりの「仕事」の質、この
三つが一体となったものです。
開発、調達、生産、販売、アフターサービスなど、すべてのプロセスに関わる従業員一人ひとりが仕事の品質を造り込むと同時
に、各プロセスが互いに連携し、品質保証のサイクルを回すことによって、初めて、お客様の信頼に応え得る製品・サービスに
なると考えています。

トヨタにおける品質の考え方 品質保証のサイクル

トヨタの「お客様第一」「品質第一」の理念の原点は、豊田佐吉の考え方をまとめた「豊田綱領」、豊田喜一郎の監査改良の精神に
あります。創業以来、お客様の笑顔のため品質にこだわり、現地現物で改善を続ける企業風土を創ってきました。「トヨタグロー
バルビジョン」に「一人ひとりが高い品質を造りこむこと」とあるように、各分野の一人ひとりが常に高い問題意識を持ち、自分
事として捉えて日々改善に努め、各分野が緊密に連携しながらお客様の安全・安心と満足度向上に努めています。

お客様第一・品質第一への取り組み

基本的な考え方
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内山田会長との
座談会の様子

一人ひとりが「お客様第一」で品質の向上に向けて取り組んでいる一方、万が一に備え、迅速に
対応する体制を整えています。法令遵守はもとより、お客様目線の安全・安心の観点から品質
不具合を捉え、リコールを決定しています。
決定に当たっては、お客様に一番近い地域の代表者も加わり、地域のお客様の声が確実に反映
されるようにしています。リコール決定後は、販売店を通じたお客様への連絡に加え、ホーム
ページに情報を掲載し、迅速な修理に結び付けています。

連 携
（取り組み項目の調整）

連 携
（相互参画・進捗共有）

グローバル

方針管理

方 針

品質
会議体

方針管理

地 域

品質機能会議

議長：CF推進本部長
出席者：各本部長・各カンパニー長 など

品質機能方針

グローバル課題への対応策

各地域の品質機能会議

議長：各地域のCQO
出席者：各事業体・機能代表者 など

各地域の品質機能方針

地域課題への対応策

モビリティカンパニーへの変革に向けた品質保証体制の整備

一連のリコール問題を風化させない伝承活動

重大な品質不具合への対応

自動車業界は100年に１度といわれる大変革の時代を迎え、トヨタはモビリティカンパニーに
向けたチャレンジを重ねています。
これから訪れるモビリティ社会では、従来の「走る」「曲がる」「止まる」などの、クルマの基本
的な安全性、快適性（＝モノの品質）に加え、クルマが「人」「モノ」「街」とつながる通信の品質
やセキュリティ、さらにサービスの運行を司る、情報通信プラットフォームおよびサーバーの
品質を確実なものとし、お客様にモビリティサービスを通じて得られる経験の質（＝コトの品
質）を保証していく必要があります。
これらを踏まえ、サービスまで含めた品質保証プロセスの強化に全社挙げて取り組んでおり、
モビリティビジネスにおいても、お客様の笑顔を目指し、モノ・サービス両面における高い品
質を提供していきます。

2010年の一連のリコール問題の際に、米国公聴会に豊田社長が出席した2月24日を「トヨタ
再出発の日」と定め、当時の経験からの学びを風化させない仕組みづくり･啓発活動に取り
組んでいます。
一連のリコール問題での経験と学びを伝承する教育施設として、2014年に「品質学習館」を
開設。不具合の現物や実車シミュレーターなど五感に訴える展示となっており、当時の状況を
知るための重要な教育施設です。

毎年、「一連のリコール問題」の状況だけでなく、直近の品質課題を加えてリニューアルを実施。
学びを「風化させない」ための教育拠点づくりに努めています。また、各工場や海外拠点に
おいても独自の品質学習館を設置し、各地域・各工場で働く従業員への品質の重要性の理解、
周知徹底にも努めています。
加えて、当時を経験した従業員が「一連のリコール問題の経験と学び」について、各職場の

「語り部」となって自分の職場内に伝承する活動も実施しています。
2019年の「トヨタ再出発の日」には、内山田会長自らが語り部となり、各職場の語り部に対し、
リコール問題当時と現在の状況を比較し、風化に対する危機感を訴える座談会を開催しま
した。参加した語り部からは「知識ではなく、想いを伝えなければいけない」「健全な危機感
を再認識することができた」といった声が寄せられ、語り部活動の後押しとなりました。

方針と品質会議体のグローバル推進体系

 国内のリコール情報
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国内
サービス部

販売店国内販売
事業本部

販売店 設計・製造品質保証部 ＆ 
お客様品質部

お客様相談センター

お客様

品質・
商品面

販売面

ご意見・ご指摘

営業スタッフサポート

入電内容の内訳（日本）

入電件数 31.4 万件（日本）

9.2％

9.6％

その他（納期など）

カタログ請求

ナビ・オーディオ

相談内容の内訳（日本）
24.8％

3.1％

17.6％

相談  81.2％

車両本体
関連

54.5％

お客様の声のフィードバックの仕組み（日本）

お客様相談窓口の活動

お客様からのご相談やご意見、ご要望にお応えするために、お客様と直接対面している販売店との連携を密にし、生の声や
情報の把握に努めるとともに、お客様相談センターを設けて、いただいた声を「もっといいクルマ・サービス」につなげる
活動に取り組んでいます。

トヨタブランドの「お客様相談センター」およびレクサス
ブランドの「レクサスインフォメーションデスク」は、365
日お問い合わせ、ご相談を受け付けており、お客様に常に
満足いただくための体制を整えています。

「お客様第一」の原点に立った迅速・的確・親身な応対を
基本に、お客様からのお問い合わせ、ご相談にご回答する
とともに、ご指摘については販売店とも連携しながら対応
に当たっています。
また、販売店における「お客様第一」の応対をサポートする
ため、販売店営業スタッフの相談窓口「営業スタッフサポー
トデスク」も設置しています。
さらに、お電話をいただいたお客様に自動音声による電話
応対アンケートを実施し、日々の改善につなげています。

「お客様第一」の原点は、お客様に喜んでいただける製品やサービスの提供にあります。環境、安全、品質性能に優れ、しかも
走行性能などクルマ本来の魅力にあふれた商品を、お客様にお求めいただける価格で提供したいと考えています。
販売店からの情報やお客様相談窓口に寄せられたお客様の声を素直・謙虚に受け止め、自分事として捉え、「もっといいクルマ
づくり」に生かしています。

お客様第一への取り組み

2018年 お客様相談窓口実績
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トヨタでは、「お客様第一」の考え方を世界中で実践するため、日本国内だけでなく、米国、
欧州、アジアをはじめとする世界各国のディストリビューターがお客様相談窓口を設け、
日々お客様の声と向き合っています。

ナビに関するお客様からのお問い合わせは、全体の2割を占めます。ナビに関する
相談内容は多岐にわたるため、専任のコミュニケーターを設けることで、できるだけ
お客様をお待たせしないようにしています。また、ご自分のナビを操作しながら
お問い合わせされるお客様が多いため、過去10年分のトヨタ純正ナビを設置した
ナビコーナーを設け、お客様と同じ操作環境を整えています。

【改善に向けた取り組み】

トヨタにお寄せいただいたお客様の声

［お褒めの声] ［苦情・相談の声]

先日、トヨタ自動車の工場で働かれている
社員の方に助けていただきました。
大型量販店の駐車場でタイヤがパンクしてしまい、
家族に連絡が取れず、途方に暮れていたところ、
タイヤ交換を申し出てくださいました。
これまでパンク経験したことがなかったため、
気が動転してしまい、気持ちの余裕もなく、
お名前も連絡先もお聞きすることができませんでした。
トヨタ自動車の社員であるということはお聞きしたので
お手紙を書かせていただくことにしました。

本当に困っている人に
優しく声を掛けてくださるような、
そんな素敵な人々がつくっているクルマに
乗ることができることを幸せに思います。
どうぞこれからもより安全で
安心して運転できる車をつくる、
素敵な心意気の人々が多く働く
トヨタ自動車であり続けてください。

日本
1985年式の「スープラ」を所有しています。
32年間乗り続け、176,000マイル（282,000km）走行しました。

町を走れば、何人もの人が立ち止まり、
皆が振り返ります。
先月、レクサス「LC500」を購入しました。
このクルマも次なる“永遠の相棒”になり、これから32年間、
176,000マイルを乗ることになるでしょう。
まだ2週間しか乗っていませんが、

「スープラ」で走った時と同じように、
皆が振り返ってくれます。
このようなエキサイティングなクルマ2台に
乗れることはとても幸運です。
クルマを造ってくれてありがとう。
本当に感動しています。

米国
「ナビの使い方が分からない！」
「ナビに関する質問への回答に
時間がかかりすぎる！」

日本

対応

私の彼が友人と遠く離れた湖へ釣りに出かけ、
家路についていた時のことです。
彼は安全運転をするドライバーでしたが、

悪路で操縦不能となり、乗っていた「プラド」は
谷底を65m滑り落ちました。
彼は切り傷と打撲を負い、友人は手首と肩の靱帯を痛めました。

こんな大きな事故だったにもかかわらず
２人の命が助かったことが、
何と幸運でありがたいことか、言い表せません。
余裕ができたら、絶対に次も新しい「プラド」を買うと
私たちは誓っています。それ以外考えられません。

この「プラド」にすごく感謝していますし、
このクルマをつくった
トヨタ自動車にも感謝しています。

ニュージー
ランド

ナビコーナーを設置し、
専任コミュニケーターによるナビ相談に対応

ナビコーナー

世界各国・各地域からのお客様の声
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「いいサービス」（メンテナンス・故障修理）

安 全 正 確 迅 速 安 価

サービス
エンジニア ツール・機器 直し方（情報）クルマ（サービス性）

部品供給

「お客様の声」展示会 展示会映像

「お客様第一」社内啓発活動を推進

推進体制・仕組み

トヨタは国が定めた「消費者月間」に合わせて毎年5月を「お客様月間」とし、「お客様第一」の
意識の浸透に向けたさまざまな活動に取り組んでいます。「お客様の声展示会」は、国内だけで
なく世界中のお客様の声や、お客様目線での取り組み事例を紹介。従業員一人ひとりが「お客
様の声」に耳を傾ける大切さを再認識する場となっています。
社員教育としては、コールセンターである「お客様相談センター」を見学・体感する「お客様の
声体験研修」を実施。また、お客様からの旬な声をまとめた「お客様の声かわら版」を社内イン
トラネットに公開し、全従業員にお客様の関心事について気付きを与えています。
さらに内閣総理大臣および経済産業大臣事業認定資格である「消費生活アドバイザー」資格の
取得を積極的に推進しており、有資格者からなる「トヨタ消費生活アドバイザーの会」では、
お客様目線での施設評価・車両評価などを行っています。

「いいサービス」とは、メンテナンスや故障した際の修理を「安全・正確・迅速・安価」に提供で
きることであり、それを実現するために、すぐに直せるクルマのサービス性や補給部品の入手
性の向上、サービスエンジニアの育成などに取り組んでいます。

「アフターサービスはクルマの開発段階から始まる」という考えのもと、サービス性もクルマの
性能の一つと捉え、市場の声や修理実態をもとに作成されたサービス性の改善方針を車両開発
に織り込んでいます。
修理などをより早く進めるために、世界各国で必要とされる部品を必要なときに供給する体制
を確立し、販売店の現場にもトヨタ生産方式の考え方を応用することで、部品在庫や点検作業
の効率化などを実現しています。

より多くのお客様に笑顔になっていただくために、「いいクルマ」づくりと「いいサービス」を
両立させることが不可欠です。クルマをお使いいただいている間には、定期点検・車検、故障や
事故による修理などが発生しますが、その際に、お客様に安全・安心・快適を提供し、トヨタや
レクサスのブランドを支え続けるのがアフターサービスです。
最近は、クルマの使用年数の長期化が見られます（2018年3月末の軽自動車を除く日本国内
乗用車の平均使用年数は13.2年となり、10年前に比べて1.6年長期化）。こうしたことから、
アフターサービスの役割はますます大きくなっています。現在、全世界のトヨタ保有台数は
およそ1億台を数え、その一台一台がお客様にとってはかけがえのない一台です。お客様に
笑顔でクルマをお使いいただくために、「3S精神（正確+親切=信頼）」のもと、「もっといい
サービス」の提供に取り組んでいます。

「いいサービス」とそれを支える要素

アフターサービスの取り組み
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地 域 国
多
治
見
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

地域事業体／担当商社
欧州、アフリカ、カリブ、オセアニア、

アジアの一部国

（上記地域国以外）

（日本）

各国代理店

地域事業体／担当商社
傘下代理店

多治見サービスセンターが実施 受講者が各地で実施

販売店

販売店

販売店

取扱説明書検索画面

多治見サービスセンター

サービス作業をサポートするツールに関しては、故障の原因を特定するための診断（ダイアグ）
コードの設定数を大幅に増やしています。これは、車載コンピューターが自己診断し、故障を
検知すると故障部品を特定するダイアグコードを販売店へ発信するもので、どの部品が故障
しているかを素早く特定できます。また、作業オペレーションの改革として、多頻度作業の
削減もしくは自動化により、効率向上を図っています。
直し方に関しては、サービス、技術、販売など各部門が連携をとり、「直しやすいクルマづくり」
や「知りたいことがすぐ分かる、手早く迷わずに修理ができる修理情報の提供」などの取り組み
を展開しています。
現在、国内外で約18万人のスタッフがアフターサービスに関わっており、各地域に教育シス
テム・教育施設を設置するとともに、岐阜県の「多治見サービスセンター」をその核として、
世界のサービススタッフの知識・技術の向上に取り組んでいます。

お客様に直接サービスを提供している販売店との、「もっといいクルマ」「もっといいサービス」
に向けた連携を進めています。
国内では、トヨタ自動車販売店協会とアフターサービスのための専門部会で議論を進めて
います。
1977年以来継続して「技術専門部会」を開催し、お客様目線での品質課題、サービス性を
検討。1990年からは、販売店のサービス現場での諸課題を検討する「サービス研究会」を
実施するなどして、それぞれ改善に役立てています。

国内販売店、海外代理店のサービスエンジニアへのサービス技術・板金塗装教育は、「多治見
サービスセンター」で、世界全地域を対象に実施しています。
多治見サービスセンターは2013年7月に開設し、18.7万m²の広大な敷地内に、教室、実習場
やさまざまな路面の走行確認路などを完備しています。2018年度の受け入れ人数は、国内外
18拠点から約2,100人、累計で約1万1,800人となりました。
最新技術を搭載した販売車両の整備・修理・板金塗装修理に対応する最新サービス技術研究・
開発機能も集結し、グローバルな研修拠点として、訪れたスタッフの知識と技術の向上と、
サービス技術に関するグローバルな競争力強化の基盤を築いています。

安心してクルマをお使いいただくための取り組み

「お客様の声」に直接耳を傾けるトヨタ自動車販売店協会との取り組み

サービス技術スタッフをグローバルで育成するトレーニングセンター

お客様に安全で快適にドライブをお楽しみいた
だくため、取扱説明書を作成し、最新モデルの
情報をホームページに掲載しています。
また、代理店や販売店向けの商品情報提供
ツールやホームページなどを活用し、誤使用に
よるリスクを正確にお伝えすることに取り組ん
でいます。

サービス技術教育の流れ
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トヨタは、「クルマづくりを通じて社会に貢献する」という理念を創業の原点とし、社会の持続的発展に寄与できるように
努めてきました。
本業を通じた社会貢献に加え、「環境」「交通安全」「人材育成」をグローバル重点3分野とし、各国・各地域の社会ニーズに応じて

「社会・文化」などの分野を加え、トヨタの持つ技術やノウハウといったリソーセスを活用しながら、積極的に活動を進めて
います。さらに、「ボランティア活動支援」「自動車文化・モノづくり文化」を継承する取り組みなどを通じ、豊かな地域社会
づくりへの貢献に取り組んでいきます。

社会貢献活動

基本的な考え方

＊ 企業自らが、企画、立案し、場合によっては実施までを行う社会貢献活動

グローバル
重点3分野

社会課題

国際交流・
スポーツなど社会・文化

地域（各国）ニーズ 地域（各国）ニーズ

トヨタの社会貢献活動の手法

自主プログラム＊ ボランティア 寄付・協賛 文化・展示施設の運営 財団を通じた助成

交通安全 人材育成環　境

目的 トヨタ自動車株式会社と関連子会社（以下
トヨタ）は、豊かな社会の実現と、その持
続的発展のため、積極的に社会貢献活動を
推進します

取り組み
姿勢

トヨタは、社会の幅広い層と力を合わせ、
持てる資源を有効に活用しながら、次の
世代を担う人材の育成と社会的課題の解決
に向けた社会貢献活動に取り組みます

社員の参加 トヨタは、社員が一市民として主体的に
行う社会貢献活動を支援します

情報開示 トヨタは、社会貢献活動の成果を開示し、
広く社会と共有し、社会の発展に寄与する
ことを目指します

グローバル
展開

トヨタは、社会貢献活動基本理念をグロー
バルに共有し、各国・各地域の実情に合わ
せた社会貢献活動を展開します

社会貢献活動の基本理念（1995年制定）

社会貢献活動の取り組み分野
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トヨタの社会貢献活動の原点は、トヨタ創業者 豊田喜一郎の父、豊田佐吉にさかのぼります。
1925年、佐吉は「人々の生活を豊かにする発明を支援したい」との想いから、画期的な「蓄電
装置」の発明を促すため、帝国発明協会に当時の金額で百万円の寄付を約束しました。佐吉が
願ったような蓄電装置の発明は大変困難であり、いまも完成していませんが、その後の車載用
蓄電池の進歩は、産業や人々の暮らしに大きな
影響を与えました。こうした人々の幸福を願う
佐吉の想いが、トヨタの「社会貢献活動」の原点
となり、佐吉の死後、自動車産業を興した喜一
郎らにより「産業報国」「報恩感謝」という言葉
で受け継がれ、その後「豊田綱領」や「トヨタ
基本理念」、「トヨタグローバルビジョン」に
織り込まれ、現在も脈々と受け継がれています。

Column 人々の幸福を願う豊田佐吉の「想い」を原点とするトヨタの社会貢献活動

環境

交通安全

人材育成

社会・文化

その他
約190億円※

取締役会

サステナビリティ会議

●社会貢献自主プログラム活動（環境、交通安全、人材育成、社会・文化）
●従業員ボランティア活動の推進（トヨタボランティアセンター）　
●NPO、NGOなどへの活動支援（寄付・協賛など）
●自動車文化・企業文化の理解活動

［関連法人］ ●トヨタグループ各社 ●トヨタ販売店 ●トヨタ財団　
●豊田工業大学 ●トヨタ・モビリティ基金

［関連施設］【 環 境 】 ●トヨタの森 ●トヨタ白川郷自然學校 ●トヨタ三重宮川山林　　
【交通安全】 ●トヨタ交通安全センター モビリタ
【文化施設】 ●トヨタ博物館 ●トヨタ産業技術記念館 ●豊田佐吉記念館
 ●トヨタ鞍ヶ池記念館 ●トヨタ会館 ●MEGA WEB

●環境部 〈環境分野の助成・教育活動〉
●総務部 〈地域渉外対応・日本自動車工業会関係〉

社会貢献活動

［社会貢献推進部］

［関連推進部署］

＊1 TMNA ：TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA　
＊2 TME ：TOYOTA MOTOR EUROPE
＊3 TMAP ：TOYOTA MOTOR ASIA PACIFIC
＊4 TMCI ：TOYOTA MOTOR (CHINA) INVESTMENT

米国 TMNA＊1が関連事業体と連携し、現地ニーズに応じた活動を推進

欧州 TME＊2にて汎欧州プロジェクトを実施するとともに、各国事業体で現地ニーズに応じた活動を推進

アジア TMAP＊3を事務局に、各国事業体が参加する社会貢献会議で活動の横展開や方向性を検討

中国 TMCI＊4が関連事業体と連携し、現地ニーズに応じた活動を推進

※トヨタ単体と主要子会社の連結ベース。
　海外事業体の実績は2018年度平均為替
　レートで円換算

豊田 佐吉 豊田綱領

日本では、社会貢献活動の専門部署である「社会貢献推進部」が中心となり、活動を展開して
います。海外では、米国－欧州－アジア－中国の各地域統括会社が中心となり、各地域での
社会貢献活動を推進しています。

トヨタは「環境」「交通安全」「人材育成」をグローバル重点3分野とし、各国・各地域の社会
ニーズに応じて「社会・文化」などの分野を加えて積極的に活動をしています。

推進体制・仕組み

活動事例

推進体制（日本）

推進体制（海外）

2018年度 社会貢献活動費

 「トヨタの社会貢献活動」レポート 社会貢献活動の詳細
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トヨタは、国内外・国際的な法令ならびにそれらの精神を遵守し、誠意を尽くし誠実な事業活
動を行っています。
また、持続可能な発展のために、すべてのステークホルダーを重視した経営を行い、オープン
で公正なコミュニケーションを通じて、ステークホルダーとの健全な関係の維持・発展に努め
ています。

人権の尊重

基本的な考え方

労使関係に不可欠な基盤としての人権
トヨタは、トヨタおよびサプライチェーンを含むすべての従業員の基本的人権を尊重します。
トヨタでは従業員の誰もが、自分自身や会社、社会をより良くするための無限の能力を持って
いるという信念のもと、「人間性尊重」経営を実践しています。そして従業員一人ひとりによる
成果の積み重ねが会社に発展をもたらし、ひいては労働条件や職場環境を改善し、それにより
従業員が会社を信頼し、さらなる発展へとつなげていくという考えを共有しています。
トヨタは、従業員一人ひとりが多様な価値観を受け入れ、能力を発揮できる安全で健康的な
職場環境づくりに貢献することが、会社の発展に必要な生産性向上につながると信じてい
ます。差別や危険、健康への懸念がある職場環境での就労は、人権の侵害であるのみならず、
従業員の十分な能力発揮を阻害するものと考えています。人生のかけがえのない大切な時間を
トヨタと共有しているすべての従業員が、より大きな活躍ができるような好ましい労働条件と
環境づくりを目指します。
また、お客様にご満足いただける商品やサービスを提供するためには、ステークホルダーの
皆様のご助力、ご協力が欠かせません。これまでも多くの方々に支えられてクルマづくりを
続けてきました。今後も従業員と手をとりあってすべてのステークホルダーの皆様を尊重し、
モビリティカンパニーとして引き続き社会に貢献したいと考えています。
お客様のニーズ、クルマの概念そのものが変わりつつある今、トヨタは自動車会社からモビリ
ティカンパニー、つまり、人々の移動に関わるあらゆるサービスを提供する会社へと変革を
進めています。新たな競争相手や事業領域の変革に臨むにあたり、トヨタは「人間性尊重」経営
の理念のもと、従業員一人ひとりが自ら知恵を絞り、全力で取り組むことで、絶え間なく大きく
変化するこの環境を生き抜こうとしています。ステークホルダーの皆様の期待に応えるため

北米トヨタの従業員

優先的に取り組むテーマの特定
トヨタは、社内方針および理念、並びに「国連ビジネスと人権に関する指導原則」にもとづき、
デューデリジェンス活動を実施しています。トヨタの優先取り組み課題を特定するにあたり、
世の中の人権課題について、モニタリング活動を実施しています。

「現代奴隷」については、社会的な関心の高まりにより、各国での移民労働者の権利の保護を
目指す法律の制定や児童労働の防止に向けた動きがあります。これらの動向については、全
日本金属産業労働組合協議会、ShareAction（Workforce Disclosure Initiativeへの参加）、
Business for Social Responsibility（BSR）人権ワーキンググループ、Global Alliance for 
Sustainable Supply Chain（ASSC）、国際経営者団体連盟（IOE）、国際労働機関（ILO）と対話
を行いながら情報収集を進めています。このような活動を通じた学びとトヨタの事業環境の
見通しから、「移民労働」と「責任あるコバルト調達」を2019年度の優先的に取り組むテーマと
しました。トヨタのすべての業務およびサプライチェーンにおいて法令遵守を徹底しながら、
ステークホルダーと連携して社会の期待を把握し、その期待に応えていきます。

にも、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」や世界人権宣言をはじめとする国際規範に学び、
人権にまつわる問題に取り組んでいきます。

2020年5月更新
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移民労働
トヨタは、移民労働者が、搾取や強制労働を受ける立場に陥り
やすいと認識しています。また、事業の性質上、トヨタおよび
サプライチェーンにおいても強制労働が起こり得るリスクが
あることも認識しています。
トヨタは、デューデリジェンス活動の一環として、NGOと
協力し、国内外事業体およびサプライヤーにおいても、移民
労働者に適正な労働条件を保証するよう取り組んでいます。
具体的には、高額な手数料を請求する斡旋業者による搾取を
なくし、移民労働者に対し、移動の自由、公正な待遇、適正な
雇用契約を保証するためのガイドラインの策定などを行い
ました。
また、ASSCと提携し、「ASSC東京宣言2020」の策定にも
参画しました。

「ASSC東京宣言2020」は、移民労働者が雇用された時から
外国で就業している間、そして母国へ安全に帰国するまで、
その権利を強化、尊重するために作成された13の宣言です。

「ASSC東京宣言2020」は、国際移住機関（IOM）および国際
労働機関（ILO）により国際的な規範とされている「ダッカ原則」
に準拠して策定されました。

[グローバル各拠点における移民労働に関するリスク評価]
トヨタは、移民労働に関する最新の傾向を掴み、ステークホ
ルダーの期待を踏まえながらリスク評価を行っています。
包括的な調査を実施するためのタスクフォースを立ち上げ、
トヨタの国内外の子会社における現状を把握しました。
具体的には、移民労働者※の人数、どの国から移住してきた
のか、間接雇用者の比率、採用または帰国の過程で考えら
れる問題点（例：派遣手数料の請求、パスポートや身分証明
書の取り上げ、母国への帰国の禁止など）を調査しました。
調査の結果、子会社において移民労働者に対する権利侵害は
起こっていないことを確認しました。

責任あるコバルト調達
トヨタは、児童労働の温床とされている小規模採掘業者から
のコバルト調達について、懸念があることを理解しています。
トヨタは、トヨタの事業およびサプライチェーンにおいて
児童労働などの問題のないクリーンなコバルトのみを調達
する方法を目指しています。

社外のステークホルダーとの対話を通して、送り出し国の
仲介業者および日本の監理団体を経由して移民労働者を受け
入れている場合には、その送り出し国の仲介業者および日本
の監理団体が、移民労働者に法外な派遣手数料を請求して
彼らに借金を抱えさせ、強制労働をさせているかもしれない
というリスクがあることがわかりました。
調査により、トヨタの主要一次サプライヤーの22社が自社の
関連会社から実習生を受け入れ、102社が送り出し国の仲介
業者および日本の監理団体を経由して実習生を受け入れて
いることが確認できました。さらに詳しい調査により、技能
実習生の派遣国は、中国とベトナム、ラオス、タイ、インド
ネシアなどの東南アジア諸国が過半数を占めていることも
わかりました。  
このような状況を踏まえ、技能実習生の受け入れに伴い起
こり得る人権侵害を抑制するため、以下を推進します。

 
◦強制労働の原因となり得る、移民労働者への法外な手数料
　請求に対する是正措置
◦サプライヤーと密に協力して、移民労働者の人権侵害を
　防ぐ好事例の共有
◦NGO と連携し、サプライヤーの移民労働者斡旋業者に
　対するデューデリジェンス活動を支援

次に、移民労働者の数は、日本全体およびトヨタの国内関連
会社においても大幅に増加していることから、国内のトヨタ
グループ各社とその主要一次サプライヤーおよびトヨタの
直接の主要一次サプライヤー（調達総額の9割を占める上位
276社）を対象とし、借金による強制労働のリスクが高い
外国人技能実習生＊に絞って調査することにしました。
＊ 外国人技能実習生：技能研修のために日本に派遣された外国人労働者。

約146の職種が対象で、実習生は、帰国後に母国での業務に役立つ技能
を身に着けるため、さまざまな産業に派遣される。

※ この調査では、就労を目的に在留資格（非永住）を得ている外国籍の
非正規労働者（他企業／他国からの出向者を除く派遣社員、契約社員、
有期雇用、臨時雇いなど）を指します。

トヨタの国内外子会社における移民労働者数（地域別）

外国人技能実習生の実態（日本）

地域 移民労働者（人）

日本 600

アジア 460

欧州 420

北米 57

南アフリカ 5

中南米 0

オセアニア 0

中国 0

調査した
会社数

技能実習生受入
会社数

技能実習生の
人数

トヨタグループ各社と
その主要一次サプライヤー 119 83 2,800

トヨタの
主要一次サプライヤー 276 124 6,300

計 395 207 9,100

 ASSC東京宣言2020

コバルトに対する取り組み・コバルトの調達状況の把握 P29

2020年5月更新

2020年5月更新
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サプライチェーン・デューデリジェンス

人権に関わる教育不安定雇用結社の自由

クルマは約3万点の部品から構成され、サプライチェーンは
大変広く、深いことから、サプライチェーン上の人権への負
の影響の防止は優先して取り組むべきテーマであると認識
しています。そこで特に規模が大きく、代替の難しいサプラ
イヤーをメンバーとするワークショップを立ち上げ、留意
すべき事象や問題解決事例を共有しています。
トヨタでは労使相互信頼・相互責任の精神にのっとり、サプ
ライヤーとともに、持続可能な社会の発展と地球の持続可能
性に貢献し、さまざまな国・地域で法令を遵守するとともに
人権を尊重し、地域社会と国際社会に貢献する活動を行う
ことを目指します。

従業員やサプライヤーを対象に、人権問題と同様、差別の
禁止や開かれた誠実な対話に関わる教育を実施しています。
TMCと海外事業体の両方で、グループ会社や一次サプライ
ヤーと連携して研修を実施しています。研修の受講対象者に
は、サプライヤー幹部、各国事業体へ赴任予定のTMC管理
職、各国事業体の調達機能に赴任する担当者が含まれます。

非正規労働者は臨時雇い、契約社員、派遣社員などと表現され、
不確かな雇用期間、低賃金、福利厚生レベルといった雇用に関
するさまざまな不確実性と不安定性を特徴とします。私たちの
事業は、トヨタの価値観に対する深い理解と、高い能力の両者
を兼ね備えた人材を必要としていますが、こうした人材の育成
には長い期間を要するため、外部環境が厳しい時でもトヨタで
は可能な限り、雇用の安定化に努めています。一方で、新製品や
季節的な要因により需要が大きな影響をうける自動車産業で
事業を営むトヨタにとって、こうした変動に対応するには、
一定規模の、直接的あるいは間接的に一定期間雇用される人材
も必要不可欠です。
このためトヨタの各事業体では各地域の労働法と慣習に基づき
非正規の雇用も実施しており、不適切な労働条件や雇用となら
ないように取り組みを進めています。
まず、各国事業体の従業員構成を確認し、非正規の雇用関係に
ついて、優先的に調査が必要な事業体を特定しています。特定
された事業体へはTMCが現地訪問を実施し、その必要性が判明
した場合には配置転換や契約期間に関する就業規則の見直し
などの是正を実施しています。また、TMCでも期間従業員の
労働条件を見直し、改善しています。

「トヨタの人間性尊重」経営では、個々人の能力・考える力や
創造力を尊重し、最大限に生かすことを目指しています。
そのためには、従業員全員が会社の経営状況、取り巻く環境、
経営課題について共通認識を持つことが必要であり、従業員
との徹底した対話を重視しています。また、世界人権宣言に
基づき、「従業員が自由に結社する権利」および「結社を強制
されない権利」を、事業活動を行う国の法令に基づいて尊重
しています。
トヨタは、労働組合の有無にかかわらず、あらゆる機会を
利用して従業員との徹底した対話を実践し、健全な労使関係
づくりに取り組んできました。従業員またはその正当な代表
との対話と協議も、こうした労使関係に包括されるものと
考えています。
さらに、従業員との対話の状況や、結社の自由に関する課題
を把握するため、定期的に各子会社に質問票を送付・回収し、
その結果に基づき、必要に応じて方針や活動の改善を依頼
しています。重点的に取り組みが必要な事業体にはトヨタ
自動車（TMC）から訪問し、方針や活動の見直し、結社の自由
に関するトヨタの方針および法令遵守に関する従業員への
コミュニケーションや研修の強化に当該事業体と共に取り
組んでいます。

組合組織のある国内外子会社での労働協約の整備に加え、
トヨタには基本的な労使関係の考え方に合意するグロー
バルな枠組みとして「労使共同宣言」があり、日本（1962
年）、タイ（1993年）、インドネシア（2004年）、ブラジル
（2015年）で調印されています。

研修に集まった受講対象者

組合組織化比率

組合組織がある拠点の国	（工場立地国・地域のみ） 91%（20/22カ国）

サプライヤー幹部向け労務管理研修
サプライヤー向けの労務管理研修は、主要なサプライヤーの
日本本社幹部が海外仕入先へ赴任される際の準備として、
年に10回程度開催しています。研修では、良好な労使関係
構築の好事例、過去に起きた労働争議、労使交渉、そして
最新の人権関連動向や国際規範、規制など、さまざまな領域
をカバーしています。

ロールプレイケーススタディ、
グループディスカッション

2020年5月更新
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トヨタは、サプライヤーへのサステナビリティ活動に関する要請事項を取りまとめた「仕入先
CSRガイドライン」に基づき、「責任ある資源・原材料の調達」活動をお願いしてきました。
さらに、昨今の鉱物調達における懸念の広がりに対して、「責任ある鉱物調達への対応方針」を
定め、当該方針に基づき対応を進めています。

責任ある鉱物調達への対応方針

私たち（トヨタ自動車株式会社およびその子会社）は、「人権・環境等の社会問題を引き起こす原因となりうる
原材料の使用」による地域社会への影響を考慮した調達活動を推進しています。
コンゴ周辺諸国産の紛争鉱物問題は、サプライチェーンにおける重大な社会問題の一つと認識しています。
私たちは、コンゴ周辺諸国産の人権侵害等の不正とかかわる紛争鉱物を原材料として使用しないコンフリクト
フリーを目指します。
また私たちは、コバルト等の調達における児童労働等の人権侵害についても、重大な社会問題の一つと認識
しており、人権侵害が疑われる鉱物が含まれない調達活動を目指します。
そのために、紛争鉱物等の使用状況について、グローバルにサプライチェーンを遡って調査を実施し、人権
問題等の社会問題を引き起こす、あるいは、武装勢力の資金源になっている懸念のある場合には、使用回避に
向け取り組みを実施します。
取引先には、相互信頼に基づく共存共栄の理念のもと、私たちの考えを理解いただくとともに、責任ある資源・
原材料の調達活動に取り組んでいただくよう要請していきます。

製造に欠かせない鉱物の調達において、コンゴ民主共和国および周辺国で採掘される鉱物が
武装勢力の資金源となる懸念に加え、児童労働および強制労働、劣悪な労働環境下での採掘を
含む人権侵害など、鉱物調達において懸念されるリスクが広がっています。
トヨタは、自社製品に含まれる紛争鉱物（金、すず、タンタル、タングステン）の調査および
開示が義務化された米国金融改革規制法（ドッド・フランク法）への対応に加えて、児童労働等
の人権侵害が懸念されるコバルトの調達に関する調査を実施しています。

責任ある鉱物調達への取り組み

責任ある鉱物調達に関するトヨタの方針

 仕入先CSRガイドライン

2020年4月更新人事機能赴任前研修

調達機能赴任前研修

赴任先での新しい役割や各国の労働状況、異文化を理解するため、各国の事業体の人事機能に
赴任するTMCの従業員は全員、本研修を受講します。研修には、労使関係や人権に関する講義
が含まれます。

赴任先での日常の調達業務を支援するため、各国事業体の調達機能に赴任するTMCの従業員
は全員、本研修を受講します。研修では、人権関連を含む、現地サプライヤーで健全な労使関係
を築くための講義が行われます。
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自動車の電動化に必要となる電池などで使用するコバルトは、トヨタにとって重要な鉱物資源
です。一方、これらの鉱物採掘をめぐっては、児童労働をはじめとした人権侵害の懸念がある
ことを認識しています。
トヨタは、「OECD紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンの
ためのデュー・デリジェンスガイダンス」に基づいて、「責任ある鉱物調達への対応方針」を
定め、サプライチェーンの透明化を図るための調査を実施するなど、責任ある鉱物の調達を
推進しています。
また、米国子会社においては、RMI Cobalt Working Group の活動を通じ、精錬業者に
対して認証取得などの働きかけを行っています。

トヨタは、RMIが提供する調査票（CRT＊）を用いて、サプライチェーンの把握および精錬業者
の特定を進めています。2020年3月時点で、コバルトを使用する主要な部品である電池に関
するサプライチェーンの把握を進めており、複数の製錬業者についても特定しています。
今後も継続して精錬業者の素性調査を実施し、児童労働をはじめとした人権問題などのリスク
の特定と評価を進めます。調査の結果、懸念すべきリスクが特定された場合は、適切なリスク
軽減措置を構築していきます。

コバルトに対する取り組み

コバルトの調達状況の把握

＊ CRT（Cobalt Reporting Template）：コバルト調査帳票

紛争鉱物の使用状況の把握
2013年以降、トヨタは紛争鉱物の使用状況について、グローバルなサプライチェーンをさか
のぼり調査を実施しています。2018年も自動車やマリンなどの事業を対象に、「OECD紛争
地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・デリジェンス
ガイダンス」で定められた基準に従って調査を実施しました。

 
調査に当たっては、サプライヤー向けに調査帳票の記入マニュアルや調査結果を集計するため
のツール作成、JAPIA＊1およびJEITA＊2が共催する説明会へのサポートなどを行いました。
未提出のサプライヤーに対しては確認を行い、最終的には数千社以上からの回答を得ました。
回答不備が含まれる場合は再提出を依頼するなど、より実効性のある活動としています。

 
業界連携の取り組みも国内外で進めています。
米国子会社においてはAIAG＊3のコンゴ産紛争鉱物ワーキンググループへの参加、コンフリクト
フリー・ソーシング・ワーキンググループ、およびAIAGのワーキンググループの活動を通じた
RMI＊4との協力などを実施しています。
具体的には、AIAGのSmelter Engagement Teamのリーダー（Leader）として、2018年
1 〜 12月に29社、さらに、RMIのGlobal Smelter Engagement Teamのチームリーダー

（Team-Lead）として34社の製錬業者にコンタクトを行い、製錬業者の素性調査や製錬業者
団体への訪問、コンフリクトフリー認証取得および再監査への働きかけなどを行いました。

 
このような業界連携の取り組みによって、製錬業者のコンフリクトフリー認証に関する理解が
進み、2018年11月時点では、世界で255社の製錬業者がコンフリクトフリー認証を取得し
ており、そのうち、247社がトヨタの2018年調査の結果に含まれています。

2018年1 〜 12月の調査結果およびトヨタの取り組みについては、Form SDおよび紛争鉱物
報告書に取りまとめ、米国証券取引委員会に2019年5月31日に提出しました。
＊1 JAPIA（Japan Auto Parts Industries Association）：日本自動車部品工業会（http://www.japia.or.jp/）
＊2 JEITA（Japan Electronics and Information Technology Industries Association）：電子情報技術産業協会
 （http://www.jeita.or.jp/）
＊3 AIAG（Automotive Industry Action Group）：米国の自動車業界の行動規範を定める団体
 （https://www.aiag.org/）
＊4 RMI（Responsible Minerals Initiative）：紛争鉱物問題に取り組む米国の組織
 （http://www.responsiblemineralsinitiative.org/）

 紛争鉱物報告書
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CSR方針『社会・地球の持続可能な発展への貢献』抜粋

◦私たちは、サプライヤー・販売店などの取引先を尊重し、長期的な視野に立って相互信頼に基づく
　共存共栄の実現に取り組みます。
◦私たちは、取引先の決定にあたっては、全ての候補に対しその国籍または規模に関わらず門戸を開き、
　その総合的な強みに基づき判断します。
◦私たちは、各国の競争法の規定と精神を遵守し、公正かつ自由な取引を維持します。

お客様

より良いものをより安くタイムリーに

相互信頼・共存共栄

販 売 アフターサービス生 産

トヨタ

安全・安心 豊かな生活

販売店・代理店サプライヤー

「クルマづくり、モノづくりを通じた社会への貢献」「お客様第一」を達成するためには、ビジ
ネスパートナー（サプライヤーや販売店などの取引先）と理念を共有し、さまざまな活動に
一丸となって取り組むことが不可欠です。
トヨタはオープンでフェアな企業活動を推進し、サステナビリティに対する取り組みを着実
に推進すると同時に、安全･安心をはじめとする品質向上のために、ビジネスパートナーとの
一体化を通じて、高いレベルのお客様満足度の実現に取り組みます。

基本的な考え方

トヨタの調達基本方針

1. オープンドアポリシーに基づく公正な競争
トヨタとの取引を希望される国内外のサプライヤーに対して、国籍、企業規模、取引実績の有無を問わず、
オープンで公正かつ公平な参入機会を提供しています。
サプライヤーの選定にあたっては、品質、原価、技術、納期などの能力に加え、継続的な改善に取り組む経営
姿勢・体制、および環境問題などの社会的責任に対する取り組み、などを総合的に勘案しています。

2. 相互信頼に基づく相互繁栄
トヨタは、長期的なビジョンの中で、相互繁栄を図ることができる取引関係の確立を目指しています。
その基礎となる相互の信頼関係を築くため、サプライヤーとの双方向かつ密接なコミュニケーションの
促進を図っています。

3. 良き企業市民を目指した現地化の推進
トヨタは、世界各地での車の需要に応えて現地生産を積極的に進めています。現地生産にあたっては、車の
生産に必要な部品・資材・型・設備等を、現地のサプライヤーから積極的に調達することにより、地域社会
に貢献し、良き企業市民となることを目指しています。

トヨタは創業以来、サプライヤーと一体となってモノづくりを追求してきました。そのなかで
「相互信頼に基づく相互繁栄」の精神のもと、「調達の基本方針」をグローバルに展開し、新たな
パートナーとの関係も含め、緊密な関係を大切にしながら、共にお客様第一の活動を推進して
います。
また近年、サプライチェーンを含めた企業の社会的責任への関心が高まっていることに対応
していく必要性もあり、サプライヤーのトップとの対話の機会を設けて共有しています。
取り引きに当たっては、法の遵守、人権の尊重、地域および地球環境への配慮を明記した契約
を締結しています。社内でも、各種セミナーを通じた教育などで、バイヤーも含む全社員の
意識向上、啓発を図っています。
今後も、サプライヤーと共にコンプライアンスの遵守、人権尊重、環境負荷の低減などに取り
組み、社会・地球の持続可能な発展に貢献します。

サプライヤーとともに

ビジネスパートナーとともに

30Sustainability Data Book



編集方針・目次・
トヨタ自動車の概要

企業理念・
サステナビリティの考え方 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス 実績データ集

安全への取り組み お客様第一・品質第一への取り組み 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーとともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成（教育・キャリア） ダイバーシティ＆インクルージョン 豊かな社会づくり

「仕入先CSRガイドライン」の展開
トヨタでは、サプライヤーと共に連携して取り組むことが
重要と考え、2009年2月に「仕入先CSRガイドライン」を
策定しました。サプライヤーに対して、本ガイドラインに基
づいて自ら実践していただくことに加え、各社のサプライ
ヤーへも同様に、各社の方針･ガイドラインを展開するよう
にお願いしています。
さらに、2012年12月にサプライチェーンに対する人権
対応（モニタリング・是正対応の強化／コンフリクト・ミネ
ラル問題への対応）をより明確にするため改定版を策定し、
一層の取り組みの充実・強化をお願いしています。

人権に関わる取り組み P25 紛争鉱物への対応 P28

＊ AIAG（Automotive Industry Action Group）：
米国の自動車業界の行動規範を定める団体（https://www.aiag.org/）

贈収賄防止

サプライヤーのサステナビリティ推進活動

事業活動のグローバル化や社会的要請の高まりを受け、贈
収賄防止の徹底のため、2012年に「贈収賄防止に関する
ガイドライン」を策定しました。
ビジネスパートナーであるサプライヤーにも周知を図ること
で、贈収賄に対する一層の防止体制強化、未然防止に取り
組んでいます。

サプライヤーは、自主的な活動として「CSR講演会」「CSR
研鑽会」「ボランティア活動」に取り組んでいます。

「CSR講演会」は、トヨタの協力会である協豊会･栄豊会が
共催で毎年開催しており、各会員会社がサステナビリティ
の理解、意識向上を図り、サステナビリティ推進に取り組む
ことを目的に行っています。
2018年度は「価値協創ガイダンスを活用した持続的成長
戦略」と題した講演を実施しました。
自動車産業に100年に一度の大変革期が訪れ、個社の競争
力強化が求められているなか、新しい時代への対応として、
ESG（環境・社会・ガバナンス）の観点から、具体的な戦略や
ビジネスモデルに関する取り組みの考察や、企業の「稼ぐ力」
を高め、持続的に企業価値を向上させる施策を共有、認識
する機会となりました。
さらに、サプライヤーの活動を支援するため、トヨタ主催
で毎年「CSR勉強会」を実施しています。
2018年度は、サプライヤー 350社・450人を対象にサス
テナビリティをめぐる動向と取り組みをテーマに実施しま
した。
海外では、AIAG＊のサプライヤー CSR教育プログラムに
トヨタも参加し、海外サプライヤーの活動を後押ししてい
ます。
過年度において、新しい教育ツールとしてAIAGウェブサイ
トからサプライヤーが研修できるeラーニング「Supplier 
Responsibility Training Project」の整備にも参画、今後の
サプライチェーンでの意識向上への貢献を目指しています。

 仕入先CSRガイドライン

 贈収賄防止に関するガイドライン（ビジネスパートナー用）

CSR講演会
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国内トヨタ販売店へのサポート

トヨタ原体験プログラム 海外トヨタ販売店の訪問受け入れ

国内トヨタ販売店が加入するトヨタ自動車販売店協会（ト販
協）は、2005年に「CSR特別研究会」を設置、2016年には、

「コンプライアンス研究会」に改組し、法令遵守のためになす
べきことを研究し、全販売店へ提言を行っています。
販売店各社の自主的な法令遵守活動のサポートツールとし
て、主だった法令についての解説とそのチェックポイントを
まとめた「法令遵守の手引き」をト販協から販売店へ毎年
展開しています。
また、トヨタは、ト販協・販売店の活動の支援として、
◦販売店各社の好事例を掲載した
　「コンプライアンス支援ウェブサイト」の開設
◦ト販協が開催する研究会・講演会への情報提供
◦法令改正にともなう「法令遵守の手引き」改定のサポート
などを行っています。

「トヨタ原体験プログラム」は、「バーチャル時代」の子ども
たちに対し、クルマを題材に「五感で感じるリアルな体験の
機会」「世界の環境や経済を身近に感じる機会」を提供する
ことで、未来のクルマファンを育成する取り組みです。
地域に根ざして活動する販売店と協働し、地元の小学校に

「出張授業」を行っています。
授業は「体感しながら楽しく学ぶ」をテーマとし、4 年生
向けには理科の「空気の性質」から「クルマのパワーとコン
トロール」を模型や本物のクルマを使い学ぶ「クルマ原体験
教室」、5年生向けには、社会科授業の「自動車をつくる工業」
の一環として「クルマと環境・経済との関わり」をクイズや
ゲームで理解してもらう「クルマまるわかり教室」を実施し
ています。
2018年度は、「クルマ原体験教室」を86校、「クルマまる
わかり教室」を326校、合計412校で実施し、2008年の
スタート以来、3,679校、約18万人の子どもたちへ授業を
実施しました。

世界中のトヨタ販売店から「日本のトヨタのお客様満足
（CS）活動を学びたい」という声を数多くいただいており、
毎年、全国各地の販売店で受け入れています。
新車販売のみならず、サービス・保険・U-Car・クレジット
などバリューチェーン全体でCSを高め、トヨタファンに
なっていただく日本の販売店の活動を現地現物で学び、
帰国後に自社店舗での取り組みに生かしています。
文化の違う販売店同士が積極的にコミュニケーションを
取り合うため、双方に新しい気付き・学びがあり、互いに
研鑽の場となっています。

販売店は、トヨタの「お客様第一」の理念が問われる最前線
です。トヨタと販売店は、製品・サービスの価値を共有し、
固い信頼関係で結ばれたパートナーとして、常にお客様満足
の向上を目指して、双方向の緊密なコミュニケーションの
もと、一体となり取り組みを展開しています。
トヨタは、「1にユーザー、2にディーラー、3にメーカー」
の考えのもと、販売店をサポートし、お客様の期待に応え、
お客様満足度を高めていくことにより、「販売店の発展＝
トヨタの発展」が実現すると考えています。

販売店とともに

訪問の様子

5年生授業風景
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推進体制・仕組み

国内外の販売店・代理店とともに実践する環境への取り組み
トヨタは国内外の販売店・代理店と連携し、環境に優しい店づくり・人づくり、販売活動に
おける環境リスクの低減などに取り組んでいます。世界各地のお客様に「もっといいクルマ」を提供し続けるために重要な鍵となるのが、トヨタ

の大切なパートナーである海外代理店です。海外には約170の代理店と約1万の販売店が
あり、地域に根差した活動を通じて、トヨタファンづくりを推進しています。

海外代理店

中国・アジア

東アジア・オセアニア・中東

アフリカ 中南米

欧州

日本

北米

世界を、北米、欧州、中国・アジア、東アジア・オセアニア・中東、アフリカ、中南米の6つの
地域に分け（除く日本）、各地域の市場特性に応じて、最適なクルマ・サービスを提供する販売
体制を敷いています。
クルマの使用環境、求められる機能やサービスは、各国・各地域によって大きく異なるため、
海外販売店を通じたお客様の声のタイムリーな把握に努めており、「もっといいクルマ」づくり
につなげています。
2019年1月、トヨタグループの力を結集し、事業を通じて地域の発展に貢献するとともに

「町いちばんのサービス」を提供するために、トヨタのアフリカ市場における営業関連業務を、
アフリカビジネスにおいて大きな強みを持つ豊田通商株式会社に移管しました。
これにより、さらなる業務の効率化と取り組みを強化することで、アフリカのお客様により
良いサービスの提供を目指します。
1984年からは4年ごとに海外代理店とトヨタ全経営陣が一堂に集う「世界大会」を開催。海外
代理店による日頃の尽力に感謝するとともに、トヨタの方針を共有し、お客様満足度のさら
なる向上を確かめ合う機会としています。
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トヨタの「安定した経営基盤」を支える従業員に対する考え方は、「人事労務トヨタウェイ」として体系的に整理されています。
「人事労務トヨタウェイ」は、人間性尊重経営の具現化、すなわち、従業員に仕事を通じた社会貢献や自己実現の場を提供し、
一人ひとりの考える力・創造力・実行力を発揮してもらうことを目的としています。その目的を実現するために、会社は従業員
の雇用の安定を最大限に考慮し、進んで労働条件の改善に努め、従業員は会社の繁栄のために最大限の協力をするという労使の

「相互信頼・相互責任＊」関係を原則としています。このような考え方は全世界のトヨタの事業体に共有され、各地域の特色を
踏まえて推進される経営・諸施策に反映されています。
トヨタは、このような取り組みが人間性尊重経営の具現化のみならず、お客様の満足と社会への貢献、ひいては会社と社会の
持続的成長につながるものと考えています。

従業員とともに

推進体制・仕組み
トヨタでは世界中の主要な事業体人事メンバーとの日々の
コミュニケーションや定期的な会議を通じて、従業員が会社
を信頼して働ける環境づくり、恒常的・自発的な改善を促進
する仕組みづくりや人材育成、チームワークの醸成について
議論しています。
その内容は、翌年の人事機能方針および各事業体の方針策定
に反映させて、着実な「人事労務トヨタウェイ」の実現に取り
組んでいます。

従業員の働きやすい環境構築に資する「人事労務トヨタウェイ」の概念

● 会社を信頼して働ける環境づくり
● 恒常的・自発的な知恵・改善を促進する仕組みづくり
● 徹底的な人材育成
● 個々人の役割遂行と全体最適を目指したチームワークの醸成

人事労務トヨタウェイ

目的 ： 人間性尊重経営の具現化
原則 ： 労使相互信頼・相互責任関係の確立

＊ 相互信頼・相互責任に基づく労使関係

トヨタは1950年代の経営危機により、労働争議や人員整理を経験
しました。この辛い経験を教訓に、1962年に「労使宣言」を締結
し、「従業員は生産性の向上に積極的に協力し、会社は労働条件の維
持・向上に努める」という理解を労使で共有し、また危機感も共有
することにより、お互いが会社の繁栄に向けそれぞれの役割や責任
を遂行する、「労使相互信頼・相互責任」という関係を培ってきまし
た。この考えは当社の労使関係の基盤であり、労使宣言締結から50
年を経た現在、労使の絆をより一層強固にしていくよう取り組んで
います。

北米地域
統括人事

欧州地域
統括人事

アジア地域
統括人事

中国地域
統括人事

各事業体
人事

各事業体
人事

各事業体
人事

各事業体
人事

その他
地域人事

トヨタ本社人事
（日本）

基本的な考え方
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従業員が笑顔で働ける環境づくり

企業スポーツから子ども向けの教室まで、さまざまなスポーツを応援

トヨタの成長を支える人材基盤をより強固にするため、従業員が生き生きと安心して働ける
環境づくりを整えています。コミュニケーションと互いの切磋琢磨から育つチームワークの
土壌を築き上げ、会社、職場、仲間への「誇りと愛着」の醸成を図ります。
毎年行われる「社内駅伝大会（HURE! フレ! 駅伝）」には、海外チームを含め、従業員が選手
として参加。3万人以上の来場者の熱い声援は、トヨタとしての一体感向上や士気高揚につな
がっています。

トヨタはさまざまなスポーツの振興に取り組み、豊かな地域社会づくりへの貢献を目指してい
ます。特に1937年の会社創立以来、力を入れてきたのが企業スポーツです。
選手がプレイする姿は、挑戦、チームワーク、諦めない心など、トヨタが大切にしてきた精神
そのものを体現しています。職場の仲間が懸命に頑張っている姿は、労働意欲の高まりや職場
の活性化につながっています。現在は33の運動部とオリンピック･パラリンピックを目指す
18人の個人アスリートがおり、数々の優れた成績を挙げています。
また、豊田市内小学校での「夢の教室」へのアスリート派遣、販売店のスポーツ教室への参加、
自治体が開催するスポーツイベントへも協力しています。

従業員満足度調査結果
トヨタは従業員に対して仕事を通じた社会貢献や自己実現の場を提供することで、一人ひとり
の考える力・創造力・実行力を発揮してもらうことを目指しています。トヨタは「従業員満足度
調査」をその達成状況を測る一つの指標と位置付け、その分析結果を従業員が安心して働ける
ための施策の企画、実行に役立てています。

年度 2012 2013 2014 2015 2016 2018
事務・技術職 （％） 73.9 77.2 78.0 75.8
技能職 （％） 69.2 71.9

従業員満足度調査結果（日本）

年度 2013 2014 2015 2016 2018
事務・技術職 （％） 76.5 77.2 78.4 77.6 75.2
技能職 （％） 75.8 71.9

成長を実感できた従業員の割合（日本）

年度 2010 2012 2014 2016 2018
事務・技術職 （％） 74.0 74.0 76.0 74.0 77.0
技能職 （％） 72.0 72.0 72.0 72.0 70.0

従業員満足度調査結果（海外）

駅伝大会

35Sustainability Data Book



編集方針・目次・
トヨタ自動車の概要

企業理念・
サステナビリティの考え方 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス 実績データ集

安全への取り組み お客様第一・品質第一への取り組み 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーとともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成（教育・キャリア） ダイバーシティ＆インクルージョン 豊かな社会づくり

安全衛生基本理念
安全な作業
確実な作業

熟練した作業
安全な作業は、作業の入口である。

わたしたちは、まずしっかりとこの入口を通りましょう。

『トヨタ自動車 健康宣言』
～健康第一の会社を目指して～

心身の健康は「良い仕事をするための原動力」であり、「社員一人ひとりの幸せ」にとって、また家族に
とっても大変重要です。
在職中に元気でやりがいを持って働き、定年後も豊かな人生を送ることを願っています。
失敗を恐れず「バッターボックスに立ってチャレンジ」する当社の風土は、健康面にも通じることであり、
一人ひとりの「より良い生活習慣改善へのチャレンジ」をトヨタは積極的に支援し、健康保険組合と連
携した『健康増進・疾病予防活動』に取り組むことをここに宣言します。

従業員の安全・健康の確保は、企業活動で最も大切なものの一つで、時代に左右されない
普遍的な取り組みです。1957年、当時の豊田英二専務取締役が会社代表安全管理者に就任
した際、安全衛生に関する基本的な考え方として、「安全な作業は、作業の入口である。わたし
たちは、まずしっかりとこの入口を通りましょう」とのメッセージを示しました。この言葉は
今日のトヨタにおける「安全衛生基本理念」として永く受け継がれ、「従業員には、決して労働
災害に遭ってほしくない」との強い思いが込められています。
よって、安全衛生全般の活動は、会社総括安全衛生管理者（執行役員）を筆頭に策定した重点
方針をPDCAサイクルを通じて改善推進を図っています。
健康推進についても、健康保険組合や労働組合と産業保健スタッフ（人事・安全衛生）が協議
しながら各種健康支援策を行っています。
2017年9月には、豊田章男社長による「トヨタ自動車健康宣言 〜健康第一の会社を目指して〜」
を発表。その中で、従業員の心身の健康は「良い仕事をするための原動力」であり、トヨタは
従業員一人ひとりの「より良い生活習慣改善へのチャレンジ」を積極的に支援し「健康増進・
疾病予防活動」に取り組むこととしています。
こうした安全・健康に関する課題については、各事業場の中での労使の話し合いの場を活用し、
会社と組合の労使協調により、事業場に則した形で解決に取り組んでいます。
また、安全・健康のKPIについては、経営の重要事項として経営会議に定期的に確認が行われ
ています。

安全・健康

基本的な考え方
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国内のデータ出典：全産業、製造業、自動車製造業（厚生労働省 平成30年労働災害動向調査の結果）

年度 2014 2015 2016 2017 2018
（%）
休業災害度数率（グローバル） 0.89 0.75 0.60 0.59 0.42
休業災害度数率（日本） 0.06 0.03 0.07 0.07 0.08
全産業（国内） 1.66 1.61 1.63 1.66 1.83
製造業（国内） 1.06 1.06 1.15 1.02 1.20
自動車製造業（国内） 0.23 0.20 0.18 0.15 0.19

＊1 OSHMS (Occupational Safety and Health Management System)：労働安全衛生マネジメントシステム
＊2 ISO 45001：ISO（国際標準化機構）が制定した労働安全衛生マネジメントシステムに関する国際規格

グローバル安全会議（2019年北米） 安全活動の確認（豪亜）

TMC

TSAM（南アフリカ）

TDV
（ベネズエラ）

TDB
（ブラジル）

TASA（アルゼンチン）

TMNA（米国）

TME（ベルギー）
TTCC（中国）

TDEM（タイ）

生産事業体
各地域内での情報の広がり

地域統括会社

トヨタでは、地域統括会社・
生産事業体と連携をとり、各
種情報の共有を行うことで、
グローバルで安全健康に関す
る取り組みレベルの向上を
図っています。

安全3本柱活動の推進 グローバルでの安全の取り組み
安全・健康機能方針のもとに「相互啓発型安全・健康文化の定着と深化」を掲げ活動を行って
います。安全については、トップの率先垂範と全員参加による基本ルールの遵守活動に取り
組み、「いつかは全災害ゼロ、そしてゼロの継続」を各職場の合言葉に、安全の3本柱「人づくり

（教育・OJTを通じた一人ひとりの危険予知能力向上、全員参加の活動）」「リスク管理（安全
マネジメントシステムの推進）」「環境・設備の整備（安全な機械、快適な職場環境の提供）」
の一層の深化を図ります。
また、事案発生時には各部長に速やかに情報展開をし、再発防止の徹底を行います。

海外の各地域にある統括会社を中心に、安全衛生の取り組みを推進しています。現在、各地域と
協力し、労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS＊1）のグローバル展開を進めています。
地域特有の要求事項とともに、ISO 45001＊2 に基づいた、グローバル共通の要求事項を定め
ています。また、OSHMSに基づく現地現物確認や監査を行うことで弱点を把握し、安全管理
レベルの向上を図っています。
例えば、ほかの事業体で発生した災害の対策事項を実施しているか、それらを継続的に取り
組む仕組みが整備されているかなどを確認しています。
さらに、毎年各地域の安全衛生担当マネジャーによるグローバル安全会議を行い、共通課題
への対応策の検討、各地域の好事例の共有を行っています。労働災害発生頻度（休業度数率）

グローバル情報共有・連携体制
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健康づくり活動（日本）ビジネスパートナーとの安全の取り組み（日本）
2017年度より病気未然防止の取り組みとして、「健康チャ
レンジ8（エイト）」を推進・展開しています。

「健康チャレンジ8」とは、①適正体重（BMI）、②朝食、③
飲酒、④間食、⑤運動、⑥禁煙、⑦睡眠、⑧ストレスの8つの
健康習慣改善にチャレンジし、心身の健康を保持増進する活
動です。従業員一人ひとりが、現状よりも「一つ」でも多く、
あるいは今実践できている健康習慣の「もっといい健康づく
り」に向けた意識と実践により、心身共に健康な人づくりを
目指しています。

「8つの健康習慣」の実践状況を提供し、「健康チャレンジ8
実践きっかけシート」（健康行動目標の設定、週1回の実践
状況確認）で確認。さらに自己管理・自助努力支援ツールと
して健康スマホアプリ（歩数の確認・8つの健康習慣の確認）
を取り入れ健康づくりを行っています。
また、職場に対しても「健康チャレンジ8の結果」をフィード
バックし、体操指導や健康講話など、職場に出向いた支援を
行いながら、職場主体の健康づくり活動を通じた健康文化・
風土づくりを推進しています。
加えて、会社食堂では低カロリーで栄養バランスがとれた
メニューの提供などによる食習慣の改善や、受動喫煙防止
に向け屋内禁煙にも取り組んでいます。

ビジネスパートナーが構内で安全に作業できるよう、従業員
と同じようにコミュニケーションの場を設け、困りごとを
吸い上げることで、働きやすい環境づくりを進めています。
例えば、設備の定期清掃や点検作業をする場合、作業場が
暗い、足場が滑りやすいなどの困りごとに対し、照明の追加
や滑り止めの設置などの作業環境改善を実施しています。
トヨタグループ17社により構成されている「全豊田安全衛生
研究会」、仕入先により構成されている「トヨタ自動車安全
衛生協力会」、取り引き関係の深い部品・資材サプライヤーに
より構成されている「協豊会」、設備・物流のサプライヤー
により構成されている「栄豊会」と、パートナーシップに基
づき協力し、相互に安全意識を高めていけるよう取り組ん
でいます。

特に優良な健康施策・活動などの健康経営を実践している
企業を認定する「健康経営優良法人2019（大規模法人部門）」
を取得し、2年連続での認定となりました。
健康経営とは、「企業が従業員の健康を大切にすることで、
元気にモチベーションを保って働くことができる職場が
生まれ、結果として企業の業績向上・成長につながる」と
いう考え方であり、今回の認定は、従業員の健康管理を経営
的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人として社会的
評価を受けたものです。

健康支援センター「ウェルポ」では、36歳以上の節目年齢
（4年ごと）の従業員とその配偶者（被扶養者）、また、海外
赴任者を対象として、がんの早期発見、メタボリックシンド
ロームなどの生活習慣病の予防を狙いとした健康診断と、
個人の健康状態に合わせた健康学習会を行っています。

「健康」と「生活習慣」について、一日ゆっくり考え、振り返る
ことで、健康づくりの実践につなげています。

Column

Column

　「健康経営優良法人2019」の認定取得

健康支援センター「ウェルポ」

メンタルヘルスへの対応（日本）
積極的な心の健康増進を図るため、「メンタルヘルス不調の
未然防止・再発予防」を目的とした、「セルフケア」「ライン
ケア」などの必須研修、自己選択制研修を取り揃えています。

「セルフケア研修」では、新入社員・若年層を対象に、不調の
サインへの気付き、ストレスへの対処法を習得するための
教育を実施しています。

「ラインケア研修」では、心理学的研修や、事例検討を中心
とした「新任管理者研修」、直接部下を見る監督者に向けた

「リスナー研修」を実施し、職場でのコミュニケーションなど
についてアドバイスするとともに、産業保健スタッフとの
連携を図れるようにしています。

「従業員へのメンタルヘルスの対応」については、社内ガイド
ラインを定め、産業保健スタッフ・人事担当、職場が連携し、
円滑な職場復帰や復帰後の支援に取り組んでいます。

健康支援センター「ウェルポ」
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トヨタ流
マネジメント

●トヨタのマネジメントの役割全体像
●効果的な職場マネジメントのための実施事項

事務・技術職

管
理
者

一
　般

技能職

方針管理 ●全社規模の改善を実現するための活動
●組織のアウトプット最大化のための仕組み

自工程完結 ●それぞれのプロセス（工程）において品質を作り込むための
　3ステップからなる方法論

問題解決 ●問題を特定し解決するための8ステップからなる方法論
　（トヨタウェイを実践する）仕事の仕方

製造技能 ●異常判断や作業のポイントに関する知識
●異常処置能力

基本技能 ●ライン作業に最低限必要な技能

トヨタウェイ ●トヨタの価値観　●すべての仕事の基本

OJD＊2 ●日常業務実践と指導を通じた人材育成推進に向けた、
　4ステップからなる方法論

問題解決 ●仕事のあるべき姿を実現するために、
　現状を改善していくための手法

管理・監督の
スキルと役割

●管理･監督者として、標準作業を徹底するためのスキル
●異常管理を通じた組・チームの運営の知識など

人材育成（教育・キャリア）

「モノづくりは人づくりから。」トヨタは常にこの理念を持って、人材育成に取り組んでいます。持続的成長には、人の知恵に
よって日々の改善を重ねていくことが欠かせません。また、さまざまな文化や慣習が存在するなかで、「もっといいクルマづくり」
と「お客様第一」を実現するためには、全従業員が価値観を共有する必要があります。そこでトヨタはOJT＊1 を基本に、「トヨタ
ウェイ」の実践を基軸とした教育プログラムをグローバルに実施し、持続的成長に向けた人材育成を進めています。
＊1 OJT（On the Job Training）：職場での教育

＊2 OJD（On the Job Development）

日常業務

方針

トヨタグローバルビジョン ト
ヨ
タ
行
動
指
針

ト
ヨ
タ
ウ
ェ
イ
2
0
0
1

トヨタ基本理念
CSR方針「社会・地球の持続可能な発展への貢献」

チャレンジ
Challenge

改 善
Kaizen

現地現物
Genchi Genbutsu

リスペクト
Respect

チームワーク
Teamwork

理念、方針と連動した各従業員への評価とフィードバック

トヨタウェイの実践

トヨタの従業員の日常業務（テーマ・役割）は、年度方針から
落とし込まれています。評価とフィードバックは、部下と
上司との密接なコミュニケーションを基本に、人材育成に
つながる仕組みとしています。
具体的には、年度初めにテーマ・役割を決定し、定期的に
上司との面談を持ちます。面談では各従業員の自己評価に
対し上司が評価をし、それをフィードバックします。この
サイクルを回して人材育成につなげています。なお、半期
の成果は賞与に、過去1年間の発揮能力は昇給に反映して
います。

世界中で働くトヨタの従業員が、共通の価値観・考え方である「トヨタウェイ」を理解し実践できるように、仕事の型・手法
として体系立てて整理したものを「グローバルコンテンツ」と呼んでいます。

「グローバルコンテンツ」は、国内外を問わず、研修や職場でのOJTを通じてトヨタの従業員が実践しています。

理念・方針・日常業務の関係

トヨタウェイ5つの
価値観

グローバルコンテンツ一覧

基本的な考え方
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グローバル幹部の人材育成

管理職の人材育成

事務職・技術職の人材育成

「グローバル幹部人材」育成、TMCで取り組む「TMC人材」育成、各地域・事業体で取り組む
「海外事業体人材」育成を通じてグローバルでのトヨタウェイの価値観の共有を目指す教育を
展開しています。

グローバル幹部人材育成のための「GLOBAL21」プログラムは、全世界の優秀な人材が、
グローバルトヨタの幹部にふさわしい能力･見識を習得し、各担当職務で個人の強みを最大
限に発揮するための仕組みです。
次の3つを柱に、プログラムを構成しています。
1．経営哲学･幹部への期待の明示

トヨタウェイおよびグローバルビジョンを展開し、グローバル人事評価制度や各種教育へ
織り込んでいます。

2．人事管理
評価基準およびプロセスをグローバルで統一し、公平性･一貫性を担保しています。
評価の大項目は「課題創造力」「課題遂行力」「組織マネジメント力」「人材活用力」「人望」の
5点です。

3．育成配置･教育プログラムの展開
グローバルでの配置や幹部教育を展開しています。海外事業体人材の育成は、地域の事業体
ごとの教育を基本に、TMCでのOJTを通じたトヨタらしい仕事の仕方を習得しています。
TMC人材の育成では、「GLOBAL21」に対応するプログラムをTMC 教育体系の中に整備
しています。

幹部職、基幹職それぞれの昇格者全員に、資格別の研修を1年間実施しています。
「集合研修」や、少人数でディスカッションを行う「ゼミ活動」を実施しています。講師は役員・
部長級が務めることで、「自ら学び、教える風土」の強化を図っています。
経営人材候補の育成のために、管理職の中からの選抜者に対する研修も実施しています。
経営課題への取り組み業務、海外ビジネススクールへの短期派遣、国内経営幹部向けリーダー
シッププログラムへの派遣を通じ、経営トップが直接見極める機会を創出するとともに、役員
候補者の心構えの醸成を図っています。

「トヨタウェイ」の実践を人材育成の根幹と位置付け、現地現物を重視したOJTを基本として、
OFF-JT＊においても上司や先輩の指導を受けながら成長する機会を設けています。
例えば、問題解決の研修では、まず集合研修により問題解決のステップを学び、その後、各自の
業務において実際の課題に取り組んでいます。
入社後1年間、新入社員は各分野の基礎知識を徹底的に習得します。3年目および6 〜 8年目
の若手･中堅社員に対しては、グローバルビジョンに沿ったOJTの5本柱をもとに構成した
集団研修を実施しています。

グローバルでの人材育成体制 TMC人材の育成（日本）

＊ OFF-JT（Off the-Job Training）：自職場を離れて行う研修

グローバル幹部の人材育成
「GLOBAL21」プログラム

グローバル人材

TMC人材 海外事業体人材

具体的な取り組み
仕事の仕方 問題解決、トヨタ生産方式など
もっといいクルマづくり 新型車・競合車乗り比べなど
いい町・いい社会づくり ボランティア活動への参加など
お客様第一 コールセンターでお客様の生の声を知るなど
会社の歴史 創業の精神・失敗の歴史からの学び

若手・中堅従業員を対象としたOJTの5本柱
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若手社員対象の「修行派遣プログラム」

技能職の人材育成

海外事業体の自立化推進を目的として、海外事業体の従業員がTMCに出向し、OJTにより
人材育成を図る制度を実施しています。半年から3年の任期で、スキル・ノウハウや「トヨタ
ウェイ」の習得を目指します。また、幹部の従業員についてはこれらに加え、主にTMCの部長・
室長として、トヨタの意思決定プロセスの習得や人脈の構築を図っています。

2014年から国内若手社員の海外への派遣規模を拡大し、若手社員の早期育成・さらなる能力
向上を目的として、「修行派遣プログラム」に取り組んでいます。
入社4年目以降の社員を、海外現地法人、海外大学院（MBA含む）、国内関連会社などに1 〜 2
年間研修派遣し、実務や異文化の理解を深めることに加え、ビジネスの場で通用する語学力
の習得などを研修ミッションとして課します。
2018年は、新たに373人を派遣しました。

「目標の明確化・育成計画の立案→育成・配置→評価・フィードバック」というサイクルを
回していくことに重点を置き、上司・先輩によるOJTを通じて育成を進めています。
資格ごとの階層別研修、管理監督者向け研修などのOFF-JTや、OJTとOFF-JTを組み合わ
せて知識・技能を体系的に修得する専門技能修得制度も実施しています。
現在、少子高齢化、就業人口の減少、職場メンバーの多様化など取り巻く環境が変化する
なか、生産体制を維持していくためには、職場メンバーが一つにまとまり、組織としての成果
を最大化する必要があります。
特に、60歳の定年以降も65歳まで再雇用制度で働く従業員や、女性技能職の増加への対応
に取り組んでいます。新技術や生産体制の変化に柔軟に対応できる人材を育成するため、
技能要素まで掘り下げた単位で評価する仕組みとするとともに、異動者支援策の一環として

「スタートアップセミナー」を実施し、効率的・効果的な職能要件の修得を支援しています。

海外事業体人材の育成

職 場

ＱＣサークル
ＱＣサークル

ＱＣサークル

ＱＣサークル
ＱＣサークル

ＱＣサークル

全員が主体的に改善に取り組み

事務局サブアドバイザー・アドバイザー
副世話人・世話人

役員

推進委員会

アドバイザー＆
世話人の役割

活動サポート・アドバイス

環境整備
（時間･場所･掲示など）

方針のブレークダウン

事務局の役割

•全員参加　
•役割体系
•インセンティブ
•PR
  （社内報・ホームページなど）
•指標設定
•ベンチマーキング

仕組みづくり

•研修プログラム
•テキスト・ツール
•講師・トレーナー

教育研修

•社内発表会
•社外発表会への派遣

発表会

トップの役割

現場訪問、
発表会参加・激励

リソーセスの確保

方針、ビジョン＆
バリューの提示

＊ QCサークル活動：主に技能系職場で職場メンバーが中心にサークルを組み、職場の身近な問題点に対して主体
的に改善を行う活動。活動を実践する上でメンバーは、「個々人の成長と互いに職場を良くしていこう」という
意識のもと、全員が主体的に改善に取り組むことで、チームワークや信頼感が生まれ、「明るく働きがいのある
職場」を実現

TQMとは「お客様第一」「絶え間ない改善」「全員参加」の考え方を実践し、変革に挑戦する風
土づくりや創造性を引き出す人材育成を実現するための活動です。その施策として「QCサー
クル活動＊」や「創意くふう」提案などを積極的に行っています。特にQCサークル活動は、海
外事業体にも展開され、毎年10万人以上、約1万6,000サークルが改善に取り組んでいます。

品質・仕事の質を高める活動「TQM（Total Quality Management）」

QCサークル活動推進体制
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若手女性事技職とその上司向け
キャリア形成支援研修

若手女性事技職のキャリアに関する
本音を上司と共有

ダイバーシティ & インクルージョン

グローバルでの推進体制
グローバルトヨタ全体において、各地域に応じた施策を展開
しており、とりわけ日本本社・TMNA（米国）・TMCA（オー
ストラリア）・TSAM（南アフリカ）においては、ダイバーシ
ティ＆インクルージョン推進専任組織を設置しています。そ
の他、多くの地域においても、人事領域内に、兼任者を中心
としたダイバーシティ＆インクルージョン推進組織を設置し
ています。

ダイバーシティ &インクルージョンを推進するに当たり、
特に日本本社におけるジェンダーダイバーシティの推進が
課題と認識しています。日本本社においては、2002年に
「両立支援施策の拡充および定着を中心とした取り組み」を
開始して以降、2012年からは「意欲・やる気を後押しでき
る環境整備および活躍支援(特に女性管理職の輩出)」を重点
課題として認識し、取り組みに力を入れています。

［ 両立支援施策 ］
2015年より産育休取得者には「産休前セミナー」「上司キャ
リア面談」を実施しています。
仕事と育児の両立に向けた不安払拭、および復職後も引き続
き成長し続けるための意欲向上を目的としています。内容と
しては、両立を織り込んだキャリアプランと働き方の検討、社
内の先輩従業員の両立事例の共有や座談会を実施しています。
また、時間と場所の制約をできる限り取り去ることで、育児
をしながらでも働き続けやすい在宅勤務制度を導入してい
ます。制度導入以降、適用者は拡大し、生産職（生産現場の
従業員）を除く多くの人が柔軟な働き方を行っています。

［ キャリア形成支援施策 ］
2019年は女性従業員とその上司を対象としたキャリア研修
を導入しました。「ライフイベントを加味した長期キャリア
の構築支援」「上司への部下指導アドバイス」「上司部下での
対話」を通じ、女性従業員の継続的な成長を後押しています。
また2005年から、配偶者（性別・社内外問わず）の転勤や介
護により、会社をやむを得ず退職する従業員に対し、再雇用
の機会を提供する「キャリアカムバック制度」を導入してい
ましたが、2019年に制度を拡充し「海外転勤帯同者のキャ
リア継続支援制度」を導入しました。配偶者の海外転勤先で
キャリアを継続する仕組みにより、女性従業員のキャリア
形成と活躍を促進しています。

女性活躍推進の取り組み（日本）

一人ひとりの考える力を尊重し、全員参加で変革を進めてい
くことはトヨタの強みです。昨今のCASEを中心とした技術
革新により、自動車会社からモビリティカンパニーへの転換
に向け、従来領域の弛まぬ変革と新領域へのチャレンジをし
ていく上で、今まで以上に世の中の生活者目線、多様な視点
からの製品・サービスの提供が必要となる中、その重要性は
益々高まっていると考えています。
こうした環境のもと、トヨタはダイバーシティ＆インクルー
ジョンの推進を重要な経営基盤の一つとして位置付け、性別、
年齢、国籍、人種、民族、信条、宗教、性的指向、性自認、障が
いの有無、配偶者や子の有無などに関わらず、多様な才能や
価値観を持つ人材が最大限能力を発揮し、一人ひとりにとっ
て魅力的な自己実現の場となる環境づくりに努めています。
また、社会から必要とされ、選ばれる会社になるために、「謙
虚に学ぶ姿勢」や「お客様視点でのチャレンジ」といったト
ヨタが創業時より大切にする価値観を実践に落とし込みなが
ら、社内外の多様な仲間との連携を進めています。

基本的な考え方

各国のダイバーシティ推進メンバー

2020年5月更新

2020年5月更新
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開所式送迎バスぶぅぶフォレスト園内

高校出前講座育成プログラム（先輩との懇談会）

推  

移

施  

策

フェーズ1　制度拡充

2002年
女性の定着・活躍のための
制度整備

2007年
定着を進めるための
制度拡充

2012年
育児者保護から、
意欲・やる気を後押し
できる環境整備

2014年
活躍の
取り組みを
拡充

▼時短導入・育休拡大

▼託児所設立（70人受け入れ）

拡充（小4まで可）

（140人受け入れ） （460人受け入れ）

改定（残業可）
▼両立支援セミナー導入

▼早期復職支援 ▼病児・宿泊
　保育導入

▼送迎保育導入

フェーズ2　定着に重点 フェーズ3　定着 + 活躍

▼在宅勤務導入
　　　　　　▼再雇用制度導入

▼個別育成計画導入 ▼在宅勤務拡大

2016年
働き方変革

▼家族手当導入

女性活躍推進の取り組み全体像（事務・技術職）（日本）

▼病児・宿泊保育導入

2002年
女性の定着・活躍のための
制度整備

2011年
定着を進めるための
制度拡充

2013年
意欲・やる気を後押し、
活躍できる環境整備

▼時短・深夜労働免除導入
▼育休拡大
▼託児所設立

▼常1直勤務制度導入＊

▼両立支援面談開始▼新人の重点配置（組立ライン以外）
　交替勤務対応（最大2：30まで預入可）

＊ 常 1 直勤務制度：育児両立者向けに工場での交替勤務を免除する制度

推  

移

施  

策

フェーズ1　制度拡充 フェーズ2　定着に重点 フェーズ3　定着 + 活躍

▼常2直勤務制度導入

女性活躍推進の取り組み全体像（技能職）（日本）

トヨタ女性技術者育成基金

事業所内大規模新託児施設「ぶぅぶフォレスト」

国内製造業界の女性活躍促進に貢献するため、2014年12月、グループ会社9社と共に「一般
財団法人トヨタ女性技術者育成基金」を設立し、理系志望の女子学生数の拡大とモノづくりの
世界で活躍できる女性技術者の育成を目指しています。理系キャリア紹介事業として、高校生
を対象に女性技術者が愛知県内の高校で出前講座を実施しています。理工系の女子大学生への
奨学支援事業としては、キャリア構築支援のための育成プログラム、経済的支援を行う奨学
給付プログラムを提供しています。

2018年4月、本社地区にトヨタ自動車4園目となる定員320人の託児所「ぶぅぶフォレスト」
を増設しました。
託児所の特長として、工場での交替勤務者や病院の夜勤をともなう看護師などに向け、早朝・
宿泊保育、近隣工場からのバスによる幼児送迎を導入しています。さらに早期復職を希望する
従業員、キャリア入社、海外からの帰任者などに対応するため、年度途中での入園にも対応し
ています。
また、ぶぅぶフォレストに併設したトヨタ記念病院の敷地内に、子どもの病気の際にも安心
して預けられる病児保育施設「ぴーぽらんど」も新設しています。本施設は豊田市在住の地域
住民も利用可能となっており、地域と一体となった仕事と育児の両立を支援しています。

 トヨタ女性技術者育成基金
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女性活躍推進のKPI（日本）

１. 計画期間
 2018年4月1日〜 2021年3月31日

２. 内容

 目 標 1  両立支援に関する諸制度及び両立事例の周知、理解促進
  〈対策〉 ◦社内専用サイト等を通じた継続的な情報提供（2018年5月〜）

 目 標 2  男性育児参画の促進
  〈対策〉 ◦男性育児者への育児参画訴求メッセージ送付（2018年10月）
   ◦男性育児両立者による座談会の開催（2017年12月〜）

女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定。

１. 計画期間
 2020年4月1日〜 2025年3月31日

２. 『女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供』について

 課 題  管理職に占める女性の割合が低い（16-20年計画に引き続き、継続取組みが必要）

 目 標  女性管理職数を、登用目標を定めた2014年時点に対し、2025年に4倍、2030年に5倍とする

 取り組み内容  〈採用〉新卒採用時の女性一定比率採用、および中途女性積極採用の継続（2020年以前より継続実施）
  〈体制構築〉各本部・カンパニーの女性育成状況に関し、取締役への報告体制構築（2020年〜）
  〈育成〉個別育成計画の立案・運用（2020年以前より継続実施）、メンター制度の活用（2020年〜）
  〈ネットワーキング〉グローバル女性会議、昇格候補者と社内外（海外）管理職の座談会、等実施（2019年〜）

３. 『職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備』について

 課 題  在宅勤務・テレワーク制度の導入・拡大を進めてきたが、活用については途上である

 目 標  育児・介護等の事由の有無に関わらず活用できる、在宅勤務・テレワークの利用者数を、2025年時点で
  全社員（生産職を除く時間管理対象者）の50％以上とする

 取り組み内容  〈環境整備・周知浸透〉ITツールによる、物理的に会社にいなくても大差ない働き方の拡大・浸透（2020年〜）
  〈風土醸成〉在宅・テレワークがハンデにならない組織風土づくり（2020年〜）

女性活躍推進法に基づく行動計画

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画

2002年から開始した女性活躍推進の取り組みにより、女性活躍推進法に基づく行動計画に記載
している目標を含め、すべてのKPIで上昇傾向にあります（2019年度時点、女性管理職比率2.5％）。
採用、活躍支援などの取り組みを継続的に実施することで、数値の向上に努めていきます。

年度 2002 2012 2018
女性管理職 （人） 7 76 215
女性主任職 （人） 67 297 688
退職率 （％） 5.8 2.4 2.2
女性採用比率 ※1 事務職 （％） 33.1（32.8） 24.7（26.5） 41.1（47.6）

技術職 （％） 8.4（7.4） 7.0（7.4） 12.2（12.7）
女性の役員比率 ※2 （％） 0.0（0） 5.6（1） 13.0（2）

年度 2002 2012 2018
女性技能職 （人） 727 1,443 1,891
退職率 （％） 10.4 5.2 2.6
女性採用比率 （％） 24.9 11.9 26.4

事務・技術職

技能職　※生産現場のみ、学園生採用は除く

※1 運動部採用は除く　（  ）内はキャリア採用を含む
※2 （  ）内は人数

2020年5月更新
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● ビジネスパートナーグループ（マイノリティーの利益代表団体として、
従業員に対し、ネットワーキングや研修などの機会を提供）主催のイベント

●

●

各領域役員の「ダイバーシティ＆インクルージョン推進に関するKPI」を
ダイバーシティスコアカードとして開示し、その取り組みを促進
女性の育成を含む多様性推進の進捗状況について説明責任を負う

「ダイバーシティに関する外部のアドバイザリー委員会」を設置

● 従業員が職場に子どもを連れて
くることができる特別デーの設定

● 役員会における
女性の生の声の紹介

● 妊娠中の従業員向け健康妊娠
プログラム：健康状態に関する
ガイダンスとアドバイス、
授乳とベビーケアに関する
オリエンテーションを実施

●

●

男性従業員向け
アンコンシャスバイヤス研修
女性リーダー向け
リーダーシップ研修

Toyota Motor Europe（ベルギー）

● ジェンダーダイバーシティ推進に
向けたネットワーキング

● 搾乳室

●

●

●
●

共働き夫婦支援：在宅勤務制度・
短時間勤務制度・TMEへの
出向者の配偶者の現地就労支援 
女性のキャリア形成支援：
メンター制度・スポンサー制度 
優秀人材のキャリア積極採用 
管理職向け
アンコンシャスバイヤス研修

Toyota Daihatsu 
Engineering 
& Manufacturing 
Co., Ltd.（タイ）

● 搾乳室

● 女性専用祈祷室

● 妊娠中の従業員専用の
駐車場エリアの設置

Toyota South Africa Motors（Pty）Ltd.（南アフリカ）

● 女性従業員の受容および
活躍促進にむけた

「上司向けリーダーシップ
ワークショップ」

Toyota Motor Corporation 
Australia Ltd.

（オーストラリア）

●トヨタ女性会議

Toyota Motor（China）Investment Co., Ltd.（中国）

● 授乳中の女性従業員向け、
最大1時間/日の授乳休憩

Toyota Motor North America, Inc.（米国）

Toyota Do Brasil Ltda.（ブラジル）＋
Toyota Argentina S.A.（アルゼンチン）

●トヨタ女性会議：すべての女性役員や、今後の活躍が期待される
女性管理職および男性役員・管理職が出席し、ネットワーキングや
女性の活躍推進への動機付けを実施

● 管理職向け
アンコンシャスバイヤス研修

● 女性のワークライフバランスに
ついて議論をする「女性の日」を
設定

● 在宅勤務をする母親

各項目における女性比率　（  ）内は人数

女性活躍推進の取り組み（グローバル主要拠点）

女性活躍推進に関するKPI（グローバル主要拠点）
多くの事業体において、採用から管理職における女性比率が一貫して
向上するよう、女性活躍推進に向けた取り組みを継続していきます。

2019年11月 時点

項目 正社員 採用 管理職 経営幹部
TMNA（米国） （%） 23.8 29.9 24.9 28.6（6）
TMCA（オーストラリア） 28.6 36.7 19.8 0.0
TDEM（タイ） 33.6 37.4 16.1 0.0
TMCI （中国） 46.4 56.5 33.6 5.6（1）
TME （ベルギー） 34.9 33.8 18.6 0.0
TSAM（南アフリカ） 21.6 31.4 29.8 20.0（2）
TDB （ブラジル） 8.4 12.7 1.8 0.0
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障がいの有無にかかわらず共に働き共に生きる「共生社会」
の考えのもと、障がいのある方もさまざまな職場で各種業務
に従事しています。障がいのある方が、持っている能力を
十分に発揮して生き生きと働いてもらうため、さまざまな
支援を備えています。
各事業所への職場相談員の配置、プライバシーを確保した
相談窓口の開設、通院などに利用できる特別休暇制度の導入
を行っています。また、障がいがあっても公平な機会が得ら
れるように手話通訳士の派遣や各種支援ツールの準備、必要
に応じた職場環境の改善なども行っています。
施設面では、障がい者用駐車場、ユニバーサルトイレなど、
アクセシビリティの高い職場の整備を随時進めています。
障がいのある方を受け入れる職場に対しては、障がいとその
サポートに必要な知識を習得するガイドブックを展開して
います。
その他、職場全体の風土醸成を目的として、障がいに関する
理解と共感する心を養う「心のバリアフリー研修」などを
新入社員から幹部職にいたるまでの幅広い対象層に実施し
ています。
2019年6月時点の雇用者数は1,322人、雇用率は2.33%

（特例子会社含む）で、法定雇用率（2.2%）を上回っています。

トヨタループス株式会社は、2009年4月より28人の障がい
のある方々と共に事業を開始し、同年10月にはトヨタ自動車
の特例子会社として厚生労働大臣の認可を受けました。
トヨタからの委託業務である社内印刷やメールサービス、
カタログ封入作業、書類のデータ化を中心に、社外者証・
通門証などの発行、シュレッダー業務の代行や不要パソコン
のデータ消去、などのさまざまなオフィスサポート業務を
行っています。また、トヨタ記念病院の看護助手補助業務や
トヨタで働く従業員が利用できるヘルスケアサービス（マッ
サージ）の提供なども行っています。
2019年6月時点、障がいのある方256人が就労しており、
従業員が抱えている健康や就労についての不安を解消・軽減
するため、雇用の拡大とともに支援スタッフも増員してい
ます。さらに相談窓口の開設や産業医との面談、臨床心理士
や精神科医によるカウンセリングの実施により、サポート
体制を強化しています。
また、行政、地域社会や福祉機関との積極的な情報交換に
よって、従業員一人ひとりが安心して就労できる職場環境
づくりに努めています。
業務以外に活躍している従業員もたくさんいます。
2018年11月に開催されたアビリンピック（障がいのある
方の技能競技大会）沖縄全国大会に、愛知県代表として参加
し、「データベース」部門で銀賞、「ワード・プロセッサ」部門
で銅賞を獲得しました。

障がいのある方への取り組み

● 国内の取り組み

年 2015 2016 2017 2018 2019
雇用率 （％） 2.14 2.14 2.17 2.25 2.33
法定雇用比率 （％） 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2

障がいのある方の雇用率（日本）

障がいのある方が安心して就労できる
職場環境づくり「トヨタループス」

アビリンピックで競技に臨むトヨタループスの従業員

トヨタループスの従業員が
トヨタ記念病院看護助手をサポート
2014年11月より、トヨタループスの従業員10人が医療
分野での業務サポートに取り組んでいます。トヨタ記念病院
の5つの病棟（救命、内科混合、整形外科、外科混合、脳卒中
センター）では、看護助手のサポート業務を行っています。
患者様に提供するお茶やおしぼりの準備に始まり、ベッド
メイキング、クリーニングに出す洗濯物の確認など、業務は
多岐にわたります。
看護助手の皆さんからは「作業を習得してもらうまでには
苦労した部分もありますが、いまでは、とても丁寧に業務に
当たっていただいています。結果、私たちも患者さんと向き
合う時間が増え、より良いサービスが提供できていると実感
しています」と好評です。

ベッドメイキングをするトヨタループスの従業員※各年6月時点の数値（特定子会社含む）
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ユニバーサルトイレ、専用駐車場、スロープなど、障がいの
ある従業員でも働きやすい職場環境づくりを進めています。
また、キャンペーンへの参加や障がいのある方への理解促進
のワークショップの開催など、さまざまなイベントも実施し
ています。

LGBTを適切に理解し、その存在を認識・受容することので
きる職場の実現に向けた取り組みを進めています。
LGBTへの差別やハラスメントを禁止する旨を従業員行動指
針に織り込み、新卒採用活動ではエントリーシートでの性別
記入を廃止しています。
また、社内研修では、新卒入社者を対象とした人権啓発研修
や、中堅従業員向けには社外講師（LGBT当事者）による参加
体験型の研修を実施しています。社内でのハラスメント相談
窓口開設、本社･名古屋オフィスの一部での専用トイレ設置
など、施設面からも対応を進めています。

LGBTへの取り組み

● グローバルの取り組み

● 国内の取り組み

● グローバルの取り組み

採用プロセスにおいて、「性別や人種やLGBTなどの属性に
よる差別をしない」旨を発信し、履歴書への写真の添付や
性別の記載を廃止しています。また、ビジネスパートナー
グループ（マイノリティーの利益代表団体）の一つにLGBT
のグループがあります。

採用プロセスにおいて、履歴書への写真の添付や性別の記載
を廃止しています。

障がい者財団とともに、安全運転の知識を高め、意識を高め
ることを目的としたセミナーなど、安全運転への啓発活動
を実施

車いすのテニスプレーヤー Dylan	Alcott氏による、
「Champions	of	Change」をテーマとしたワークショッ
プを実施

［ TMNA（米国） ］

［ TMCA（オーストラリア） ］

［ TDEM（タイ） ］

［ TMCA（オーストラリア） ］

LGBT	Pride	Flag	Raising	Ceremony

トヨタ安全運転キャンペーン

「Champions	of	Change」ワークショップ

組付け作業の準備風景 下山分室のトヨタループスの従業員

下山工場分室を開所し、
「ものづくり事業」をスタート
2020年4月、下山工場内にトヨタループス	下山工場分室を
開所しました。エンジン部品の組付け作業者が部品を取り出
しやすいように準備をする業務など、トヨタ自動車の自動車
製造をサポートする「ものづくり事業」を始めています。

2020年5月更新
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介護を取り巻く社会情勢が変化するなか、介護に対する従業員の不安・負担を軽減し、安心
して仕事に従事できる環境を整備するため、2009年より介護に関する会社施策を拡充して
います。例えば、情報提供の充実の一環として、2009年から専門知識を持った社会福祉士・
介護福祉士などの社外講師による介護講演会を毎年開催しています。

1991年の技能職定年退職者を対象とした「社内再雇用制度」の導入に続き、2001年には
社外就労希望者に関係会社などの就労先の情報を提供する「選択式再就労システム」を導入し、
社内就労と社外就労の両面から60歳以降の働き方を支援する仕組みを運用してきました。
2006年および2013年には改正高齢者雇用安定法施行に合わせて、本人の希望調査・面談
などを行い、より多くの従業員が再雇用される制度へと見直しを行いました。

また、技能職では2016年から「実質65歳定年」を目指し、65歳まで意欲高く活躍し続ける
ことを後押しするために、定年時点と同じ職位・待遇を維持する「上級スキルド・パートナー
制度」を新設しました。

期間従業員の雇用に当たっては、適切な採用・契約更新、1年を超える契約満了者へは国家
資格の取得支援などを行っており、雇用の安定や就業能力の向上にも最大限努めています。
社員登用制度により、期間従業員として1年以上の勤務者を対象に、本人が希望し職場推薦
のある人に受験機会を設け、意欲・活力向上につなげています。また、3年目にもあらためて
チャレンジの機会を設けています。
今後も、持続的な成長に向け、強い技能系職場の堅持が必要であり、期間従業員からの社員
登用を積極的に実施します。

従来より、中長期的な視点に立って海外事業体マネジメントの現地化を進めており、本社が
「何をやるか」を決め、現地で「いかにやるか」を決めるという役割分担をしています。
また、地域本部長をはじめ、地域本部担当役員は原則現地駐在とし、現場に根ざした経営を
実践できる体制を整えています。
現地人材の登用も積極的に進めており、現在6地域本部のうち、2地域本部において日本人
以外の人材が本部長（地域における責任者）を務めており、トヨタ自動車における外国人役員
数は5人（うち1人は社外取締役）です（2019年4月時点）。
マネジメントポストの現地化も進めていきます。これにより、各地域のお客様や現場の声を
迅速に把握し、経営判断につなげていきます。

介護施策の主な取り組み（日本）

60歳以降の就労制度（日本）

期間従業員の雇用（日本）

海外事業体マネジメントの現地化

両立支援 ◦介護休職・勤務時間の短縮措置
◦勤務時間制度の柔軟性向上
①勤務時間短縮などの申請単位変更　②在宅勤務時間設定の変更
③各種両立支援制度の適応期間拡大　④介護休職制度の新設

情報提供 ◦トヨタ健康保険組合に介護相談窓口設置　　　　　◦介護パンフレット発行
◦介護講演会開催　　　◦体験型介護セミナー開催

介護サービス ◦「介護積立」導入　　　◦大手介護事業者との提携
◦介護事業者の拡大　　◦ホームヘルプの導入

経済的支援 ◦「介護保障」導入　　　◦「両親介護保障」新設　　　◦介護融資制度導入

年度 2015 2016 2017 2018 2019
男性 （人） 43 44 54 106 149
女性 （人） 577 602 582 507 475

育児介護休職制度利用状況（日本）

主な介護施策の取り組み（日本）

2020年5月更新
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未来のモビリティ社会と豊かなライフスタイルの実現を目指して、トヨタはクルマづくりを
超えたさまざまな取り組みを行っています。人々がより自由につながり、環境にも優しい
コミュニティづくり、暮らしをサポートするロボットの開発、東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会（以下、東京2020）をはじめとしたスポーツの支援など、その活動は多岐
にわたります。これからも行政や地域社会、他企業、学術界と協力し合いながら、すべての
人が笑顔になれるサステナブルな社会の実現に向けて貢献していきます。

豊かな社会づくり

基本的な考え方

パートナーとしてトヨタの目指す姿
IOCおよびIPCとの契約期間は、東京2020を含む2024年までで、トヨタはモビリティ領域
のパートナーとして参画しています。
オリンピック・パラリンピックを通じて、「Ever Better MOBILITY FOR ALL」「Ever Better 
SOCIETY」「Ever Better TOYOTA」を目指します。誰もが参加・挑戦できる社会の実現に
向けて、「モビリティ」「社会課題」「スポーツ」の3つの領域で取り組みます。

トヨタは、大会に関わるすべての人が笑顔になるようなモビリティを提供します。東京2020
では、トヨタの最新・最高の技術を実装したモビリティ、未来の社会・交通システムを提案
します。また、障がいのある方や海外からの渡航者たちを含むすべての人が、安心・安全・快適
に移動できることを目指します。

スポーツは人々に「勇気」と「感動」をもたらします。なかでも、オリンピック･パラリンピック
には、スポーツを中心とした多彩な活動を通じて、人や社会をさらに豊かに変えていく「力」が
あります。そうしたオリンピック・パラリンピックの目指す姿や理念に強く共感し、トヨタは
2015年に、国際オリンピック委員会（IOC）の「オフィシャル・ワールドワイド・オリンピック・
パートナー」、国際パラリンピック委員会（IPC）の「オフィシャル・ワールドワイド・パラリン
ピック・パートナー」契約を締結しました。さまざまな活動と持続可能なモビリティの提供を
通じ、「より良い世界、平和で平等な社会の実現」に貢献したいと考えています。

オリンピック・パラリンピック テーマ 主な取り組み
Sustainability ◦究極のゼロエミッション車のオフィシャルカーへの投入により、

　将来の水素社会を牽引
◦交通事故をZeronizeする社会の実現に向けて、最新の安全装備を採用

MOBILITY FOR ALL ◦将来技術である完全自動運転へ挑戦し、究極の「MOBILITY FOR ALL」を示す
◦モビリティサービス専用EVである「e-Palette」により、選手村巡回輸送に貢献
◦障がいのある方、高齢者や子ども連れの方などすべてに、自由で快適な移動を
　していただくために、「ウェルキャブ」などのアクセシブルモビリティを提供

円滑な大会車両運行管理 ◦トヨタ生産方式に代表されるトヨタの物流ノウハウおよび、
　先進ICTを活用することにより、安心・安全、スムースな大会輸送に貢献

史上最もイノベーティブな
大会への貢献

◦「人に役立つ実用的なロボット」と「驚きを与えるロボット」の2方向で
　人とロボットが共生する将来の姿を示す

「モビリティ」の取り組み

モビリティ
Ever Better

MOBILITY FOR ALL
すべての人に移動の自由を

スポーツ
Ever Better
TOYOTA

もっといいトヨタへ

社会課題解決
Ever Better
SOCIETY

持続可能な社会の実現へ

 オリンピック・パラリンピック＆スポーツ特設サイト

e-Palette
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スペシャルオリンピックス（SO）とは、知的障がいのある方
たちに、さまざまなスポーツトレーニングの機会と、成果
発表の場である大会・競技会を提供し、社会参加を応援する
国際的なスポーツ組織です。
SOでは、アスリートがトレーニングや競技を通じて身体を
鍛え、勇気や喜びを感じ、さらには才能や技能、友情を、ほか
のアスリートや家族、地域の人々と分かち合うことを目指し
ています。トヨタはこれに賛同し、車両の提供やボランティア
の派遣など、さまざまな活動で支援しています。
2016年1月には、公益財団法人スペシャルオリンピックス
日本（SON）と「ナショナルパートナー」契約を締結。
2017年11月には、SO国際本部とのグローバルパートナー
契約に加え、SOアスリートと健常者が同じチームを組んで
参加する「スペシャルオリンピックスユニファイドスポーツ」
のパートナー契約を締結しています。

「同じチームメイトとして日頃の練習や試合を行うことは、
お互いの友情を育み、相互理解を深める一番の近道である」
という考え方に共感し、2018年から日本と米国を中心と
した活動を続けながら、多様性に富んだ社会の実現に貢献
しています。

調印式の様子

コミュニティメンバー PFNのHSR活用例

ロボットで挑戦するMobility for Allスペシャルオリンピックス

「Human Support Robot（HSR）」の供給を通して
開発コミュニティを拡大

トヨタは、産業用ロボットの技術を転用し、「人の活動を
支え、人と共生する」をコンセプトに、2004年ごろより主に
体の不自由な方や高齢の方を支援するパートナーロボットの
開発に取り組んできました。モビリティカンパニーへの変革
を目指すなかで、サポートの対象をさらに広げ、すべての人
に移動の自由を提供したいと考えています。
トヨタが考える「移動」とは物理的な移動だけではなく、
ヴァーチャルな「移動」、さらに人の気持ちの動き“moved”、
すなわち感動も「移動」だと考えています。
トヨタはすべてのお客様の「移動したい」という希望、そし
て、夢を叶えるための「移動」を支援する新しい価値創造に
取り組んでいます。

生活支援ロボットHuman Support Robot（HSR)は、お客様
の日々の生活をサポートすることを目的とした小型ロボット
です。具体的には、物を拾ったり、運んだりすることが可能
で、またインターネットを介し、離れた場所からの操作や
会話も行うこともできます。
2015年より大学や研究機関にHSRをプラットフォームと
して供給し、成果共有と相互利用を推進する開発コミュニ
ティを形成。これまでにHSRは国内外13カ国、49機関で
研究開発に活用されています。その一研究機関である株式
会社Preferred Networks（プリファードネットワークス、
以下、PFN）とトヨタは、市場のニーズに応えるサービス
ロボットの早期実現を目指し、2019年夏にHSRをプラット
フォームとして共同で研究開発を行うことに合意いたしま
した。さらに 2020 年開催の「World Robot Summit」

（ワールドロボットサミット）において、「家庭内作業支援」
競技会のプラットフォームとしてHSRを提供します。

© Preferred Networks, Inc.
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Column 東京2020をさまざまなロボットでサポート

東京2020に提供するロボット

 詳細はこちら

リハビリテーション支援ロボット
「ウェルウォーク」
脳卒中などによる下肢麻痺者の歩行訓練などのリハビリ
テーション支援を目的としたロボット「ウェルウォーク」は、
患者様に合わせた難易度の調整や歩行状態のフィードバック
機能など、運動学習理論に基づいたさまざまなリハビリ
テーション支援機能を備えています。
2017年秋より医療機関向けに「ウェルウォーク WW-1000」
のレンタルを開始し、2019年７月末時点で75台導入いただ
きました。また2019年6月、リハビリテーションに関する
国際学会において、今後「ウェルウォーク」に搭載予定の新
技術を発表。患者様の異常歩行をリアルタイムで自動判定し、
推奨されるアシスト設定を提示するなど、より多くの施設で、
より適切にご活用いただけることを目指しています。また
患者様の歩行練習のモチベーション向上のため、運動学習
理論に基づいたゲーム機能も新たに開発しています。

トヨタは、オリンピックおよびパラリンピックのワールド
ワイドパートナーとして、東京2020において、従来の車両
供給の枠を超えたモビリティソリューションの提供を目指
しています。
例えば、ロボットを介したコミュニケーションや遠隔操作
を通じて、遠隔地にいるお客様がアスリートなどと交流し
たり、遠方のお客様に大会の雰囲気をリアルに感じていただ
いたり、フィールド競技サポートロボットにて運営スタッフ
の効率的な競技運営の支援を目指します。また、車いすの
お客様が心置きなく観戦を楽しめるよう、生活支援ロボット
でサポートします。
トヨタは、すべてのお客様の「移動したい」という想いを
支援するロボットの提供を通じ、夢や感動を届けることで、
東京2020の盛り上げに貢献していきます。

T-HR3

「かしこさ」と「優しさ」を兼ね備えた
第3世代ヒューマノイドロボット「T-HR3」

「T-HR3」は、離れた場所の操縦者の動作と連動し、しなやか
に全身が動くトヨタの第3世代ヒューマノイドロボットです

（2017年11月発表）。
2018年11月、株式会社NTTドコモと第5世代移動通信
方式（以下、5G）を用いたロボット制御のトライアルを開始。
遠隔地間（約10km）を想定した実験環境において、一部
区間5Gを介し「T-HR3」を遠隔より操縦した結果、低遅延性
を要するタスクを実施することに成功しました。

2019年6月 今後「ウェルウォーク」に搭載予定の新技術を発表
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トヨタの取り組む農業支援
自動車事業で培った生産管理手法や工程改善ノウハウを、従事者の高齢化や自給率低下などの
課題を抱えている農業分野に活用する取り組みを進めており、2014年以降、「トヨタ生産方式」
を応用したIoTソリューションサービス「豊作計画」を通じ、農業作業の効率化などに取り
組んでいます。
2019年3月、農地における土壌成分の調査において、土壌に含まれる成分をリアルタイムに
見える化し、そのデータを活用した土壌診断と改良提案を行う支援サービスの事業実証を開始
しました。本サービスは、農地内の土壌成分のバラツキを迅速に把握し、ムダなく堆肥などの
土壌改良剤を投入して的確な土づくりを行うことで、作物の生産性向上や環境負荷低減へ
の貢献を目指すものです。本事業実証は、機械・肥料などの農業資材についてのノウハウや
農業者との幅広いネットワークを持つ東海物産株式会社の協力を得て、三重県内の農家で
実証を進めています。

「地球温暖化」「エネルギー問題」「食糧問題」などの地球規模の問題解決に貢献するためには、
自動車事業に加え、新規事業分野においても「環境貢献型事業」の取り組みが必要と考え、さま
ざまな分野に取り組む研究開発と新規事業の体制を整えています。

光センサーを活用した土壌診断・改良提案サービスの事業イメージ

アグリバイオ事業

コーディネート

土壌診断

土壌改良案の
提示

検証／評価

トヨタ

土
壌
成
分
マ
ッ
プ

土
壌
改
良

農業関連事業者 農家

評
価

リアルタイム
土壌センサー

土壌マップ

センシング

センシングデータ

①土壌成分マップ

②診断書データ提供

結果の
フィードバック

結果の
フィードバック

③土壌改良提案

実施場所の
提供／協力

土づくり・
土壌改良

栽培

センシング

データ解析

マップ作成

検証／評価

土壌データの
数値化・提供

推進体制・仕組み
「乗り降りがしやすい」「快適な乗り心地」「介助者／運転者が操作しやすい」「車内でのコミュ
ニケーションがしやすい」「リーズナブルな価格」の5つの開発視点とともに、市場のニーズを
徹底的に追求しながら、ウェルキャブの企画・開発に取り組んでいます。
販売店に設けた「ウェルキャブステーション」とウェルキャブ総合展示場「ハートフルプラザ」
では、ウェルキャブを体感いただけるとともに、専門スタッフがクルマ選びをお手伝いしてい
ます。2018年5月時点、国内の「ウェルキャブステーション」は242店舗、「ハートフルプラザ」
は9カ所設置されています。

超高齢社会に突入した日本において、国の施策は医療・介護共に在宅にシフトしています。
それとともに高まっているのが、家庭で利用しやすい福祉車両のニーズです。トヨタはお客様
の幸せな暮らしのお役に立てることを願い、福祉車両を「ウェルキャブ」と命名しました。
体の不自由な方にも高齢の方にも「移動する自由」を身近に感じていただくとともに、介助する
方の想いにも応える一台になるよう、「快適で安全」かつ「簡単で使いやすい」クルマづくりを
大切にしています。

福祉車両

ハートフルプラザ

9カ所国内の「ハートフルプラザ」設置数

242店国内の「ウェルキャブステーション」の店舗数

 福祉車両（ウェルキャブ）
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財団

上山（岡山県美作市）

中山間地域における持続可能な
モビリティモデルの構築

期間 2016年1月～2019年9月

助成先 みんなの集落研究所、英田上山棚田団

インド

地下鉄へのアクセス（ファースト＆ラストマイル）向上

期間 2016年12月～2018年3月

パートナー ワールド・リソース・インスティチュート

全世界

モビリティ・アンリミテッド・チャレンジ：
下肢麻痺者の多様なニーズに対応できる
補装具のアイディア発掘、開発支援

期間 2017年11月～2020年9月

対象 世界中の革新的なアイディアを
 持つ個人や団体

日本

持続可能な地域の移動の仕組みづくりを
支援する助成金公募

期間 2019年4月～ 約2年の活動期間

助成先 地方公共団体、NPO、大学、企業など

日本

水素の基礎研究裾野拡大に向け
2017年7月末より公募を開始

期間 2017年7月～

助成先 日本国内の大学および研究機関

バンコク

交通渋滞の緩和

期間 2015年4月～2017年3月

助成先 チュラロンコン大学

赤磐市（岡山県）

コネクティッドカーを活用した道路維持管理の効率化

期間 2019年7月～2021年3月

助成先 道路維持管理の新たな手法を考える協議会

ダナン

交通渋滞の未然防止

期間 2015年4月～2019年3月

助成先 ダナン市人民委員会

ブラジル

都市中心部へのアクセス向上

期間 2018年1月～2018年12月

パートナー ワールド・リソース・
 インスティチュート

トヨタ財団 トヨタ・モビリティ基金
助成財団として1974年に設立。世界的な視野に立ち、長期
的かつ幅広く社会活動に寄与するため、生活・自然環境、社
会福祉、教育文化などの課題に向けた研究、事業に対して、
助成を行っています。
具体的には、「研究助成プログラム」「国際助成プログラム」「国
内助成プログラム」「社会コミュニケーションプログラム」「イ
ニシアティブプログラム」などの助成事業を行っています。

豊かなモビリティ社会の実現とモビリティ格差の解消を目指し2014年8月に設立。トヨタのノウハウを生かしつつ、世界各地
の優れたビジョンや経験を持つNPOや研究機関などと共に移動の課題を解決し、より良いモビリティ社会づくりに向けて取り
組んでいます。

主なプロジェクトについて

 トヨタ財団

 トヨタ・モビリティ基金
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業務執行・監督

取締役会および体制

「トヨタグローバルビジョン」の実現に向けた業務執行体制として、いままでにないスピードで
激しく変化する外部環境に迅速に対応するための取り組みを続けています。2011年以降、
意思決定と業務遂行のスピードを上げるため「カンパニー制」を導入するなど、さまざまな
変革に取り組んでいます。
2018年は、各現場と一体となった執行のスピードアップを図るため、執行役員体制の変更
時期を従来の4月から1月に前倒ししたほか、コーポレート機能の見直しや、国内販売事業
本部のチャネル制から地域制への再編などにより、よりお客様・現場の近くでの意思決定が
可能な体制へ変更しました。
2019年には、「経営のスピードアップ」と「人材育成の強化」を一層進めるため、専務役員以上
を役員に、常務役員、常務理事、基幹職1級・2級、技範級を幹部職にしました。
幹部職は、若手、ベテランにかかわらず、本部長・副本部長、領域長、工場長からグループ長
までの幅広いポストに適材適所で配置し、その時々の経営課題に対応し、現地現物での人材
育成を強化します。役員は、自ら現場に入り、幹部職やメンバーとともに、未来のモビリティ
社会に向けたさまざまな構想を「リアルの世界」で実現していきます。

取締役体制については、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討していま
す。当社が重視する「もっといいクルマづくり」「現地現物」の精神を理解・実践し、将来にわた
る持続的成長に向けた意思決定に貢献できる人材を中心とすることが必要だと考えています。
取締役の選任については、社外取締役が過半数を占める「役員人事案策定会議」にて取締役会
に上程する案を検討しています。
また、経営の意思決定に社外の声を十分に反映するため、社外取締役3人を選任し、全員を
独立役員として金融商品取引所に届出をしています。
独立役員である社外取締役の選任に当たっては、会社法に定める社外取締役の要件および金融
商品取引所が定める独立性基準に従って検討しています。
社外取締役からは、当社の経営判断・意思決定の過程で、業務執行から独立した立場で専門
分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただいています。

トヨタは、持続的な成長と長期安定的な企業価値の向上を経営の重要課題としています。その
実現のためには、株主やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員などの各ステークホルダー
と良好な関係を築くとともに、お客様に満足していただける商品を提供し続けることが重要
と考え、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでいます。
なお、トヨタはコーポレートガバナンス・コードの各原則についてすべてを実施しており、
その内容についてはサステナビリティ会議において審議した上で、取締役会に報告してい
ます。

コーポレートガバナンス

基本的な考え方

 有価証券報告書  コーポレートガバナンス報告書

また、社外取締役・社外監査役も参加する「サステナビリティ会議」では企業の持続的成長に
向けて社会目線で監督するとともに、ガバナンス体制について審議します。その他、「労使協議
会・労使懇談会」などの各種協議会を通じて、さまざまなステークホルダーの視点から、経営や
企業行動のあり方について審議、モニタリングを行っています。

目的および権限 取締役会に上程する取締役、監査役の選解任案の検討

人数 5人（うち社外取締役3人）

メンバー 代表取締役　内山田竹志（議長）
代表取締役　小林耕士
社外取締役　菅原郁郎
社外取締役　Sir Philip Craven
社外取締役　工藤禎子

「役員人事案策定会議」の概要
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トヨタは、監査役制度を採用しており、監査役6人（社外監査役3人を含む）は、監査役会が
定めた監査の方針および実施計画に従って監査活動を実施し、コーポレートガバナンスの
一翼を担っています。
監査役の選任については、専門分野を中心とした幅広い経験・見識があり、業務執行状況の
監査に加え、公正・中立的な立場で経営に対する意見・助言をいただける人材が必要だと考え
ており、社外取締役が過半数を占める「役員人事案策定会議」にて、監査役会に提案する内容
を検討しています。
また、3人の社外監査役を選任しており、全員を独立役員として金融商品取引所に届出をして
います。選任に当たっては、会社法に定める社外監査役の要件および金融商品取引所が定める
独立性基準に従って検討しています。

役員の報酬などの額、またはその算定方法の決定に関する内容および決定方法は以下のとおりです。
取締役の報酬は、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としており、
出身国の報酬水準も踏まえた支給額および支給方法を定めています。

また、外部の報酬コンサルタントによる役員報酬のベンチマーク結果を参照することで、役員
報酬の妥当性を確認しています。

取締役報酬制度は、以下の考え方に基づいて設計しています。
・中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを促すものであること
・優秀な人材の確保・維持できる報酬水準であること
・経営者としてより一層強い責任感を持ち、株主と同じ目線に立った経営の推進を動機付ける
　ものであること
取締役の報酬は、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としており、
出身国の報酬水準も踏まえた支給額および支給方法を定めています。また、社外取締役および
監査役の報酬については、固定報酬のみとします。会社業績に左右されない報酬体系とする
ことで、経営に対する独立性を担保しています。
取締役の報酬などの額またはその制度については、取締役会および社外取締役が過半数を占める

「報酬案策定会議」で決定します。取締役会は、当事業年度の報酬総額の決議と、個人別報酬額
の決定を「報酬案策定会議」に一任することの決議をします。「報酬案策定会議」は、役員報酬
制度の検討および会社業績や取締役の職責、成果などを踏まえた個人別報酬額を決定します。
監査役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において、監査
役の協議によって決定しています。

監査役制度

役員の報酬など

［ 決定の方針および決定プロセス ］

目的および権限 役員報酬制度の検討および会社業績や取締役の職責、成果などを踏まえた個人別
報酬額の決定（取締役会は、当事業年度の報酬総額の決議と、個人別報酬額の決定
を「報酬案策定会議」に一任することの決議を実施）

人数 5人（うち社外取締役3人）

メンバー 代表取締役　内山田竹志（議長）
代表取締役　小林耕士
社外取締役　菅原郁郎
社外取締役　Sir Philip Craven
社外取締役　工藤禎子

「報酬案策定会議」の概要

連結営業利益 当社の取り組みを業績で評価する指標

当社株価の変動率 当社の取り組みを株主・投資家が評価する企業価値指標

個人別査定 役員一人ひとりの成果を定性的に評価

各項目の考え方

［ 業績連動報酬の決定方法 ］

1） 日本籍の取締役(社外取締役を除く)
トヨタでは、「連結営業利益」「当社株価の変動率」および「個人別査定」に基づいて役員
一人ひとりが1年間に受け取る報酬の総額(以下、年間総報酬) を設定しています。年間
総報酬から固定報酬を差し引いた残額を、業績連動報酬としています。
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年間総報酬の設定方法

年間総報酬の設定は、役員報酬のベンチマーク結果を踏まえた理論式に基づきます。「連結営業利益」と
「当社株価の変動率」に基づいて設定した役職毎の年間総報酬に、「個人別査定」による調整を行います。
「個人別査定」は役職ごとの年間総報酬の±10％の範囲内で設定します。

［ 株式報酬制度 ］

2） 外国籍の取締役（社外取締役を除く）
人材を確保・維持できる報酬水準・構成で、固定報酬と業績連動報酬を設定しています。
固定報酬は職責や出身国の報酬水準を踏まえて設定しています。業績連動報酬は職責や
出身国の報酬水準を踏まえ、「連結営業利益」「当社株価の変動率」および「個人別査定」
に基づいて設定し、各項目の考え方は日本籍の取締役（社外取締役を除く）と同じです。

2019年6月13日開催の第115期定時株主総会で定められた株式報酬枠（年額40億円以内）を
用いて、取締役会で株式報酬を決議しています。詳細は、有価証券報告書P87を参照ください。
また、報酬枠および個人別報酬額についての詳細は、有価証券報告書P88を参照ください。

取締役会議長の指示に基づき取締役会事務局が、実施状況に関する定量的な分析を行った後、
取締役会メンバー ( 取締役および監査役) に対して、執行やその監督などの状況に関するアン
ケートを実施しています。また、アンケート結果に基づき、社外取締役と社外監査役を含む
取締役会メンバーに個別インタビューを実施し、取締役会事務局が取りまとめ、取締役会議長
に説明の上、その結果を取締役会にて報告・議論しています。
2018年度については今回の評価の結果、実効性が担保されていることが確認されました。
ただし、評価の過程で「意思決定の迅速化」や「執行の監督」などについて、有意義な意見が
ありましたので、さらなる実効性向上に向けて2019年度中に改善していきます。

取締役会の実効性の分析・評価

付議・報告

監査 監督

株主総会

選解任選解任 選解任

監査

監査

連携

連携

連携

対話

提案

提案

監督
付議・報告

付議・報告

報告

報告

監査役会
（半数が社外監査役）

会計監査人

役員人事案策定会議
（過半数が社外取締役）

報酬案策定会議
（過半数が社外取締役）

労使協議会・
労使懇談会

会計監査・
内部統制監査

情報開示委員会内部監査部門

業務執行
執行役員

意思決定・監督

取締役会
（社外取締役を含む）

ヘッドオフィス ビジネスユニット
カンパニー

サステナビリティ会議
（取締役・監査役 ［含 社外］）

コーポレートガバナンス体制（現場重視＋多方面からのモニタリング）

評価方法 基準 当事業年度の評価結果

連結営業利益

当社の持続的成長に向けた必要
利益（2011年設定）を基準と
し、当事業年度の連結営業利益
の達成度を評価

1兆円

170%

当社株価の変動率
当社と日経平均の前事業年度末
株価を基準とし、当事業年度末
までの株価変動率を相対評価

当社：6,825円
日経平均：21,454円

指標の評価方法と基準、当事業年度の評価結果
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内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況の詳細は、コーポレートガバナンス報告書「IV内部
統制システム等に関する事項」をご覧ください。

「トヨタ基本理念」および「トヨタ行動指針」に基づき、子会社を含めて健全な企業風土を醸成
しています。実際の業務執行の場においては、業務執行プロセスの中に問題発見と改善の
仕組みを組み込むとともに、それを実践する人材の育成に不断の努力を払っています。

「内部統制の整備に関する基本方針」に基づき、企業集団としての業務の適正を確保するための
体制整備とその適切な運用に努めています。また、毎事業年度、内部統制の整備・運用状況の
点検を行い、内部統制の運用実施部署における活動が自律的に実施され、必要に応じ強化が
図られていることを確認するとともに、その内容をサステナビリティ会議および取締役会で
確認しています。

内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況

業務の適正を確保するための体制に関する基本認識

業務の適正を確保するための体制とその運用状況の概要
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株主総会

取締役会

CRO

地域CRO

地域各機能

各プレジデント

各部リスク担当

各本部長

各部リスク担当

連携 連携

連携

〈ヘッドオフィス各本部〉 〈各カンパニー〉

グローバルリスクマネジメントの責任者として「Chief	Risk	
Offi		cer（CRO）」を設置し、重要リスクの掌握、グローバル
重大有事対応の統括・指揮を行っています。その下には、
各地域を統括する「地域CRO」を配置し、地域ごとのリスク
マネジメント体制を構築しています。
また、社内のヘッドオフィス（経理・調達など）では機能別
リスク担当として各本部長・各部リスク担当を、各カンパ
ニーでは製品別のリスク担当として各プレジデント・各部
リスク担当を任命し、各地域本部や各セクションが相互に
連携・サポートし合える体制をとっています。

グローバルリスクマネジメントの統括の仕組みとして、グロー
バル共通のリスクマネジメントの考え方、体制、運用手順を
定めた基準「Toyota	Global	Risk	Management	Standard	
（TGRS）」をもとに、グローバル全体でのリスク対応力の強化
を図っています。なお、近年、企業においてリスクが増大して
いる「情報セキュリティ」「BCM（事業継続マネジメント）」
については、特段の取り組みを進めています。
トヨタの事業などのリスクについては、投資家の判断に重要な
影響を及ぼす可能性のある「市場および事業に関するリスク」
「金融・経済のリスク」「政治・規制・法的手続・災害などに
関するイベント性のリスク」を、有価証券報告書に記載し
ています。

推進体制・仕組み

推進体制

2010年の一連のリコール問題を踏まえ、トヨタはリスクマネジメント体制の強化を図ってきました。グローバルならびに
各地域・本部にリスク責任者を配置するなど、事業活動において発生するリスクを予防・軽減するための活動をグローバルで
取り組んでいます。

リスクマネジメント

基本的な考え方

情報セキュリティ方針（トヨタの基本的な姿勢）

①	法令遵守
②	安定した経営基盤の維持
③	安全な商品・サービスの提供
④	安全なサイバー空間づくりへの貢献
⑤	情報セキュリティマネジメント

近年、サイバー攻撃が巧妙・複雑化しています。会社の機密
情報や情報システムのほか、ネットワークでつながる工場
設備や自動車などの制御に関するシステム（車載システム
など）も、サイバー攻撃のターゲットとなっており、トヨタ
における情報セキュリティの重要性は高まっています。
トヨタは、このようなサイバー攻撃の脅威に対し、お客様の
安全・安心を確保し、個人情報などのお客様の財産を守る
ことを社会的責務として捉えています。
また、ガバナンスおよびリスクマネジメントの観点から、情報
セキュリティに対する基本的な考え方や取り組み姿勢を明確
にし、TMCおよびTMCの子会社が一体となって取り組む
ことを目的として策定した「情報セキュリティ基本方針」に
基づき、情報セキュリティ強化に向けてさまざまな活動に
取り組んでいます。

情報セキュリティの取り組み

	情報セキュリティ基本方針

	有価証券報告書
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TMC子会社

機密情報管理
個人情報管理 情報システム コネクティッドカー 設備制御

システム 販売金融

施策展開・サポート

社内各部

施策展開・推進

（トヨタにおける情報セキュリティリスクに応じて設定）
セキュリティ分野

株主総会

取締役会

情報セキュリティ推進会議
議長：情報セキュリティ統括責任者
 （CISO: Chief Information Security Officer）

推進体制・仕組み
情報セキュリティ統括責任者のもと、セキュリティ分野ごとに責任者を配置し、活動を推進
しています。
また、各セキュリティ分野の活動内容や全体の共通課題については、情報セキュリティ推進
会議で共有・検討し、トヨタ全体の情報セキュリティの向上を図っています。

オールトヨタ セキュリティ ガイドライン

（ATSG）

①	組織的管理策（体制・ルールの整備など）
②	人的管理策（従業員への教育など）
③	技術的管理策（ネットワーク対策など）
④	物理的管理策（入退室管理など）
⑤	事件・事故発生時の対応体制の整備

TMC 子会社
関連会社

②自主点検実施
⑤改善取り組み実施

①ATSG展開・
　点検要請

④改善アドバイス・サポート
⑥現地現物の子会社点検

③点検結果報告

＊1	Auto-ISAC（Automotive	Information	Sharing	&	Analysis	Center）：自動車情報・共有分析センター
＊2	セキュリティバイデザイン：対症療法的にセキュリティ対策を施す事後的対処から脱し、情報システムの企画・

設計から、システムの安全運用に必要となるセキュリティ要件を定義し、開発工程を通じて情報システムに
確実に実装されることを目指した取り組み

＊3	多層防御：セキュリティ強化のために、複数の防御の「層」を組み合わせることで、一つの層が破られても攻撃
が成立しないようにするセキュリティ対策

＊4	GDPR（General	Data	Protection	Reglation）：EU	一般データ保護規則

情報管理の取り組み
トヨタは、内部からの情報の漏洩防止や近年増加するサイバー攻撃に対応する仕組みとして、
TMCおよびTMCの子会社・関連会社を対象とした「オールトヨタ	セキュリティ	ガイドライ
ン（ATSG）」を定め、情報セキュリティの徹底に取り組んでいます。
ATSGでは、取り組むべき対策として、組織的管理策、人的管理策、技術的管理策、物理的管
理策のほか、事件・事故発生時の対応体制の整備を定めており、さまざまな観点からの情報セ
キュリティ確保につなげています。なお、昨今の環境変化や高度化するサイバー攻撃に対応す
るため、ATSGは定期的に見直しをしています。

自動車関連については、情報セキュリティに関する知見を共有する仕組みとして、日米の
Auto-ISAC＊1に加盟し、業界内で発生した事案を即時に把握し、自社の開発に生かす活動を
積極的に推進しています。
また、トヨタは業界の優良事例として使われているベストプラクティス（具体的には、Auto-
ISACのBest	Practicesなど）も参考にしながら、クルマのサイバーリスクに対応しています。
それにはセキュリティバイデザイン＊2の考え方や多層防御＊3、セキュリティテストなどが含ま
れています。
個人情報については、一人ひとりへの教育により法令遵守・適切な取り扱いを周知徹底して
います。2018年はGDPR（欧州）＊4などの対応状況確認を実施しました。今後も定期的な遵法
状況確認により、個人情報保護に努めます。

また、ATSGによる各社の情報セキュリティの取り組み状況の点検を年1回実施することに
より、各社の情報セキュリティの継続的な維持・向上に努めています。さらに2018年度から
はTMCによる現地現物の子会社点検活動も開始し、改善に取り組んでいます。

子会社、関連会社へのATSG推進の仕組み
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東日本大震災やタイの洪水などの大規模災害においては、
トヨタは自社が直接的な被災をしていないにもかかわらず、
生産が長期間にわたり継続できない事態に陥り、販売・サー
ビスの両面でお客様にご迷惑をおかけしました。
昨今は「南海トラフ巨大地震」の発生が危惧されていますが、
その被災想定エリアにトヨタグループの主要機能が集中して
おり、大規模地震が起きた場合は生産や物流などに甚大な
影響が生じると予想されます。
そうした万一の場合に備え、トヨタが策定しているのが、
限られたリソーセスで事業の早期復旧を実現するための

「事業継続計画（BCP＊1）」です。
トヨタは、「いい町・いい社会」づくりへの貢献という目的の
もと、災害時は行動規範にのっとって復旧に取り組むこと
としています。

人道支援
（人命第一、救援）

1
被災地（地域）の
早期復旧

2
自社の業務・
生産復旧

3

BCM

A C

DP 訓練など
の実施

課題の
洗い出し

課題の
つぶし込み

従業員・家族 トヨタ トヨタグループ・
仕入先

三位一体で活動

BCPを策定・改定

① 体制表
② 業務フロー
③ 業務手順書

有事の行動計画

＊1 BCP（Business Continuity Plan）

＊2 BCM：Business Continuity Management

トヨタのBCM活動
トヨタのBCPは、訓練などによりPDCAを回して改善を行う
ことで、その実効性を高め続けています。
この活動を「事業継続マネジメント（BCM＊2）」と位置付け、

「従業員・家族」「トヨタグループ・仕入先」「トヨタ」が「三位
一体」となった活動として推進しています。
こうしたBCPの策定・見直しの過程を通じて有事に強い人
材を育成し、平時から危機に強い組織・職場・個人づくりを
目指しています。

トヨタの行動規範（災害時の優先順位）

トヨタ流事業継続マネジメント（BCM）

主な支援内容

① 災害発生時の救援・救護活動
② 大規模震災時における一時避難場所の提供
　 （被災した地域住民の受け入れ）
③ 食料・飲料水・生活物資などの行政（市民）への提供
④ 市設置の救援物資など受け入れ施設における荷役支援
⑤ 地域インフラ（上下水道、道路など）復旧工事などに必要な
　 用地の提供
⑥ 社員の地域復旧活動への参画

人道支援、被災地（地域）の早期復旧
災害時は、行動規範にのっとった地域復旧を優先させるという
活動の実行性を高め、災害に強いまちづくりに貢献するため、
トヨタは行政との包括的な災害支援協定を締結しています

（豊田市、みよし市、田原市、裾野市）。
そのなかで、人道支援・地域復旧支援は行政との相互協力の
もとで実施することとし、あらかじめBCPの中に織り込んで
体制を整備するとともに、行政との合同訓練を実施するなど、
平時からの備えを進めています。
主な支援内容は下記のとおりです。その他、指定避難場所用
施設の提供など、行政ごとに締結している内容もあります。
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＊ RESCUE：REinforce Supply Chain Under Emergency

トヨタ自動車 RESCUE

リスク分析

サプライチェーン情報共有

サプライチェーン情報データベース

サプライヤー

一次仕入先 二次仕入先 三次仕入先

TOYOTA

サプライチェーン情報登録

サプライヤーと一体となった災害に強いサプライチェーンの構築
これまでトヨタは「１．人道支援」「２．被災地の早期復旧」「３．自社の業務・生産復旧」の優先
順位の考え方に基づき、復旧支援をしてきました。特に東日本大震災以降は、さらなる初動迅
速化、復旧早期化を目指し、各国・各地域でサプライヤーと一体となった「災害に強いサプライ
チェーンの構築」に努め、平時からの「サプライチェーン情報の見える化」と「災害に備えた
対策」を推進してきました。
日本における「サプライチェーン情報の見える化」では“日本のモノづくりを守る”という
思いのもと、非常に機密性の高い情報をサプライヤーからご提供いただき、データベース

（RESCUE＊システム）を構築しました。トヨタは、各社の情報について守秘義務を厳守しつつ、
災害時に有効活用するための定期訓練をサプライヤーと共に実施しています。
本システムは汎用化され、活動事例を含めて日本自動車工業会を通じて他社へも展開して
おり、災害に強いサプライチェーン基盤構築の一助となっています。
海外でも各国・各地域で、サプライヤーと一体となった同様の取り組みが進められています。

サプライチェーン情報を保有するRESCUEの仕組み
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各部

トヨタ本社
事務局・専門部署

子
会
社
管
理
部
署

自主点検

自主改善

方針織込

P

A D

C

点検シートの
展開/回収

フィードバック

改善サポート

自主点検

自主改善

方針織込

P

A D

C

子会社
自主点検

自主改善

方針織込

P

A D

C

孫会社

コンプライアンス強化のための点検活動
2008年度に、国内外の子会社も含めたコンプライアンス体制の強化に向け、点検活動を始めました。2009年度からは、社内
点検に加え、国内外の子会社での点検活動も開始。毎年改善を加えながら活動を継続しています。
活動結果はサステナビリティ会議などで報告され、点検結果をもとに改善を進めています。なお、改善項目を年度の取り組み
方針に織り込むことなどにより、一過性でない継続的な取り組みへとつなげています。
また、子会社からのヒアリングなどを通じて実情を把握し、適切なサポートを実施しています。

トヨタは基本理念の中で「内外の法およびその精神を遵守し、オープンでフェアな企業活動を通じて、国際社会から信頼される
企業市民を目指す」としており、この理念を実践することがトヨタに期待された社会的責任を果たすことであり、コンプライ
アンスの確立につながるものと考えています。
こうした ｢トヨタ基本理念｣ を実践し、社会的責任を果たすため、トヨタで働く人々の基本的な心構えをまとめ、具体的な留意点
を示したものが ｢トヨタ行動指針｣（1998年策定、2006年3月改訂）です。当該冊子は全従業員に配付しています。
また、「サステナビリティ会議」において、ステークホルダーからの期待やさまざまな社会課題への対応を議論しており、この
中でコンプライアンスについても報告・審議しています。

コンプライアンス

コンプライアンスの徹底

贈収賄防止への取り組み

経営トップから従業員一人ひとりにコンプライアンスを
浸透させるため、役員、管理職、新入社員などへの教育や
全社 e ラーニングを展開しています。
また、社内各部からのニーズに応じ、さまざまな分野につ
いて各部を訪問して講義を行う「出前セミナー」も実施して
います。

グローバルなビジネス拡大や社会的要請の高まりを受け、
贈収賄防止の徹底に向け、2012年に「贈収賄防止に関する
ガイドライン」を策定しました。社内での教育・研修などを
通じた意識向上・浸透活動に加え、ビジネスパートナーに
も周知を図ることで、贈収賄に対する一層の防止体制強化、
未然防止に取り組んでいます。
また、2013年より点検活動に贈収賄防止を織り込み、子
会社を含む贈収賄防止体制の強化に向けて改善活動を進め
ています。

活動図

・契約
・景品表示法
・知的財産（商標）
・機密管理
・労務

・独占禁止法
・インサイダー取引規制
・PL法
・贈収賄防止
・輸出取引管理

・下請法
・著作権
・個人情報保護法
・税務
・安全衛生
　など

過去の主な教育テーマ

基本的な考え方

 贈収賄防止に関するガイドライン（ビジネスパートナー用）

 トヨタ行動指針
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不適切な経費・費用処理人事・労務・雇用関連
個人情報管理・機密関連その他個人的な相談
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企業倫理相談窓口
従業員のさまざまな悩み・苦情・疑問に対しては、それぞれ
に対応した窓口で迅速かつ公正に対処しています。
当社におけるコンプライアンス上の疑問を相談できる ｢企業
倫理相談窓口｣ を社外の弁護士事務所（委託）に設置。全従業
員への連絡先カードの配付や食堂での定期的なポップの設置
を通じて周知し、従業員からの相談を受け付けています。
相談内容は、希望に応じて匿名で社内事務局に連絡され、
相談者が特定され不安を感じたりすることがないように細心
の注意を払い、事実関係を調査し、問題が確認された場合は
直ちに問題対処に当たります。
また、実際に問題が確認された案件については、事実確認
の上、就業規則などの社内規則にのっとり、適切な措置を
とりました。

企業倫理相談窓口への相談内容と件数（日本）
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※1 2016・2017年はトヨタに
 評価対象車種がなかったため
※2 1-12月実績
※3 軽自動車・大型バスを除く
※4 TMCおよび国内外連結会社など
※5 障がい者雇用人数および
 雇用率は、2019年6月時点の
 データとなります

課題 項目 単位 2016年度 2017年度 2018年度

社会課題

安全

NCAP：5☆の車種数

日本（衝突）

車種

4 2 3
日本（予防）15年度はASV＋、16年
度はASV＋＋、18年度はASV＋＋＋ 5 2 3

米国 13 13 13
欧州 3 2 1
中国 － ※1 － ※1 1

米IIHS：Top Safety Pickの
獲得車種数

TSP 0 3 10
TSP＋ 13 9 2

交通情報の提供/
収集対応機種（日本）

VICS車載機出荷台数（累計）
万台

1,418 1,521 1,623
G-BOOK、T-Connect、
G-Link利用登録台数（累計） 530 590 669

品質

米JDパワー：IQS（初期品質）セグメント1位獲得車種数 車種 7 2 1

グッドデザイン賞（日本） －
プリウス・

プリウスPHV、
シエンタ

（ウェルキャブシリーズ含む）

C-HR・JPN TAXI・
ルーミー /タンク

クラウン・センチュリー・
SORA

お客様相談窓口受信件数（日本）※2 万件 29.9 29.3 31.4

ウェルキャブ
ウェルキャブ販売台数（日本） 台 17,050 15,718 14,801
ウェルキャブ販売シェア（日本）※3 ％ 70.0 68.2 67.0
ウェルキャブバリエーション数（日本） 車種 26 23 23

社会貢献活動

社会貢献活動費総額※4 億円 292 243 190
トヨタ コミュニティコンサート参加者数（日本）

人
38,600 33,414 29,589

なぜなにレクチャー参加者数（日本） 1,031 906 728
トヨタの森来場者数（日本） 11,137 10,175 10,546
交通安全教材（絵本）配布数 万部 256 262 266
環境活動助成プログラム件数 件（累計） 332 360 387

従業員

外国人役員数（単体） 人 7 7 5
海外子会社の幹部に占める現地社員の割合 % 65.8 67.8 70.8 
重要な海外子会社CEO・COOの日本人以外比率 % 56.3 52.7 55.0 

女性管理職の人数（単体） 主任 人 580 636 688 
管理職 155 186 215 

障がい者雇用率（単体、特例子会社含む）※5 % 2.17 2.25 2.33 
障がい者雇用人数（単体、特例子会社含む）※5 人 1,238 1,282 1,322 
育児介護休職制度利用数（単体）

人
646 636 624 

男 44 54 111 
女 602 582 513 

育児休職平均取得期間
月

－ 15.4 15 
男 － 2.5 2 
女 － 16.6 17 

育児休職取得後の復職率
％

－ 97.6 98 
男 － 100 100 
女 － 97.4 98 

過去3年間の活動の実績データを取りまとめて掲載しています。

データ集一覧（年度末）

実績データ集
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課題 項目 単位 2016年度 2017年度 2018年度

社会課題 従業員

男性の配偶者の出産直後の特休・有休取得率※6 % 93.8 93.8 95 
男性の配偶者の出産直後の特休・有休平均取得日数 日 － 4.9 5 
柔軟な勤務時間制度利用数（単体）※7

人
1,857 2,602 6,013 

男 342 935 3,896 
女 1,515 1,667 2,117 

休業度数率（単体） － 0.07 0.07 0.08 
従業員数（単体）

人
75,218 74,890 74,515 

男 66,399 65,629 65,579 
女 8,819 9,261 8,936 

平均年齢（単体）
歳

39.1 38.8 39 
男 39.7 39.4 40 
女 34.7 34.7 35 

勤続年数（単体）
年

17.7 17.4 16 
男 18.3 17.9 18 
女 13.3 13.2 13 

離職率 % － － 1.02 
有給休暇取得率※8 ※9 % 102.3 92.8 93 
労働者の一月当たりの平均残業時間※8 時間/月 21.3 21.3 21 
採用人数（単体）

人

2,513 2,237 1,914 
男 2,166 1,825 1,469
女 347 412 445 
事務 213 162 168 

男 83 82 108 
女 130 80 60 

技術 647 626 527 
男 562 545 444 
女 85 81 83 

技能 1,653 1,449 1,219 
男 1,521 1,198 917 
女 132 251 302 

再雇用人数（単体） 779 745 890 
自分の成長を実感できる従業員割合（単体）事技

％

77.6

－ ※10

75.2
自分の成長を実感できる従業員割合（海外）事技 70.0 － ※10

会社に満足している従業員割合（単体）事技 78.0 75.8
会社に満足している従業員割合（単体）技能 － － ※10

会社に満足している従業員割合（海外）事技 74.0 77.0
会社に満足している従業員割合（海外）技能 72.0 70.0

環境課題

新車CO₂
ゼロチャレンジ

年間ハイブリッド車販売台数（グローバル）※2
万台 140.1 151.8 163.1

累計ハイブリッド車販売台数（グローバル）※2 994.3 1,146.1 1,305.9

ハイブリッド車CO₂累計削減効果（グローバル） 万トン 7,700
（’17年1月）

9,400
（’18年4月）

10,800
（’19年4月）

グローバル新車平均CO₂（日本・米国・欧州・中国）2010年比低減率 ％　 11.9 13.7 14.9
ライフサイクルCO₂
ゼロチャレンジ 国内物流CO₂排出量（単体） 万トン 28.2 28.6 28.9

工場CO₂
ゼロチャレンジ

グローバルCO₂排出総量（エネルギー起源・固定発生源）※4 万トン 781 779 765
生産台数当たりCO₂排出総量※4 トン/台 0.741 0.740 0.712

水環境インパクト
最小化チャレンジ

グローバル水使用量※4 百万m³ 32.8 32.9 33.7
生産台数当たり水使用量※4 m³/台 3.1 3.1 3.2

※6 配偶者の出産後２カ月以内に半日
 または１日以上の休み（年次有給
 休暇、育児休業など）を取得した
 男性の割合
※7 育児介護事由以外での
 制度利用を含む
 （2018年度は一部定義を見直し）
※8 組合員平均
※9 単年度付与日数を分母とする。
 繰越休暇日数（2年間繰越可）
 取得数も含む
※10 調査実施せず
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実績データ集 ISO 26000対照表

編集方針・目次・
トヨタ自動車の概要

企業理念・
サステナビリティの考え方 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス 実績データ集

課題 項目 単位 2016年度 2017年度 2018年度

環境課題

循環型社会・
システム構築 
チャレンジ

廃棄物量（単体） 千トン 33.8 32.7 32.2
生産台数当たり廃棄物量（単体） kg/台 11.6 11.3 11.2

再資源化率（単体） ASR ％ 98 98 97
エアバッグ 94 94 94

リサイクル実効率（単体） ％ 99 99 99

環境マネジメント ボデー塗装面積当たりVOC排出量（全ライン平均）（単体） g/m² 14.6 14.4 15.0
環境法令違反件数（単体） 件 1 1 1

ガバナンス ガバナンス（単体） 社外取締役数 人 3 3 3
企業倫理相談窓口への相談件数 件 155 162 188

基本データ

全般
車両販売台数（連結）※11

千台 8,970 8,964 8,976
うち日本 2,274 2,255 2,226

研究開発費 億円 10,375 10,642 10,488

財務情報（連結）

売上高

億円

275,971 293,795 302,256
日本 148,308 160,248 166,253
北米 102,390 105,744 108,172
欧州 26,810 31,852 32,388
アジア 48,198 51,481 55,130
その他 21,610 24,532 23,334

営業利益（営業利益率）

億円（％）

19,943（7.2） 23,998（8.2） 24,675（8.2）
日本 12,022 16,599 16,916
北米 3,111 1,388 1,145
欧州 122 750 1,248
アジア 4,351 4,331 4,574
その他 586 1,126 911

当期純利益

億円

18,311 24,939 18,828
株主資本 175,148 187,359 193,481
総資産 487,501 503,082 519,369
純資産 186,689 199,220 205,652
ROE % 10.6 13.7 9.8
1株当たり配当 円 210 220 220
設備投資額 億円 12,118 13,027 14,658
車両生産台数 千台 8,975 8,964 8,985

グローバル展開

生産拠点・製造事業体数

日本

拠点

16 17 17
北米 11 10 10
欧州 9 8 8
アジア 24 24 24
その他 9 8 8

ディストリビューター数

北米

拠点

5 5 5
欧州 29 29 29
アジア 20 21 20
その他 113 114 113

部品仕入先数
社

3,511 3,759 3,223
部品仕入先数（海外計） 3,075 3,322 2,782

うち 非日系仕入先数 1,615 1,795 1,387

※11 ダイハツ、日野ブランドを
 含みます
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実績データ集 ISO 26000対照表

編集方針・目次・
トヨタ自動車の概要

企業理念・
サステナビリティの考え方 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス 実績データ集

ISO 26000の
中核主題 課題

組織統治 1 組織統治 企業理念

サステナビリティの考え方

コーポレートガバナンス

リスクマネジメント

コンプライアンス

人権 2
3
4
5
6
7
8
9

デューデリジェンス
人権に関する危機的状況
加担の回避
苦情解決
差別および社会的弱者
市民的および政治的権利
経済的、社会的および文化的権利
労働における基本的原則および権利

人権の尊重

ビジネスパートナーとともに

従業員とともに

コンプライアンス

労働慣行 10
11
12
13
14

雇用および雇用関係
労働条件および社会的保護
社会対話
労働における安全衛生
職場における人材育成および訓練

従業員とともに

環境 15
16
17

18

汚染の予防
持続可能な資源の使用
気候変動の緩和および
気候変動への適応
環境保護、生物多様性および
自然生息地の回復

新車CO₂ゼロチャレンジ

ライフサイクルCO₂ゼロチャレンジ

工場CO₂ゼロチャレンジ

水環境インパクト最小化チャレンジ

循環型社会・システム構築チャレンジ

人と自然が共生する未来づくりへの
チャレンジ

ISO26000の
中核主題 課題

公正な
事業慣行

19
20
21
22

23

汚職防止
責任ある政治的関与
公正な競争
バリューチェーンにおける
社会的責任の推進
財産権の尊重

ビジネスパートナーとともに

コンプライアンス

消費者課題 24

25
26
27

28
29
30

公正なマーケティング、
事実に即した偏りのない情報および　
公正な契約慣行
消費者の安全衛生の保護
持続可能な消費
消費者に対するサービス、支援、並びに
苦情および紛争の解決
消費者データ保護およびプライバシー
必要不可欠なサービスへのアクセス
教育および意識向上

安全への取り組み

お客様第一・品質第一への取り組み

社会貢献活動

ビジネスパートナーとともに

新車CO₂ゼロチャレンジ

ライフサイクルCO₂ゼロチャレンジ

工場CO₂ゼロチャレンジ

循環型社会・システム構築チャレンジ

リスクマネジメント

コンプライアンス

コミュニティ
への参画
および
コミュニティ
の発展

31
32
33
34
35
36
37

コミュニティへの参画
教育および文化
雇用創出および技能開発
技術の開発および技術へのアクセス
富および所得の創出
健康
社会的投資

安全への取り組み

豊かな社会づくり

社会貢献活動

ISO 26000の7つの中核主題および課題ごとに、当レポートおよび環境報告書に掲載している取り組み内容を整理しました。

ISO 26000対照表
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実績データ集 ISO 26000対照表

編集方針・目次・
トヨタ自動車の概要

企業理念・
サステナビリティの考え方 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス 実績データ集

CSR方針との対照表

CSR方針「社会・地球の持続可能な発展への貢献」 ISO26000
該当No.

前文 私たち（トヨタ自動車株式会社およびその子会社）は、「トヨタ基本理念」に基
づき、グローバル企業として、各国・各地域でのあらゆる事業活動を通じて、
社会・地球の調和のとれた持続可能な発展に率先して貢献します。私たちは国
内外・国際的な法令並びにそれらの精神を遵守し、誠意を尽くし誠実な事業活動
を行います。私たちは、持続可能な発展のために、以下のとおり全てのステーク
ホルダーを重視した経営を行い、オープンで公正なコミュニケーションを通じ
て、ステークホルダーとの健全な関係の維持・発展に努めます。私たちは、取引
先がこの方針の趣旨を支持し、それに基づいて行動することを期待します。

1
2
4
22
23
24

お客様 ◦ 私たちは､「お客様第一主義」という信念に基づき､ 世界中の人々の生活を
豊かにするために､ お客様の様々な期待に応える革新的･安全かつ卓越した
高品質な製品とサービスを開発･提供します。（基本理念3,4）

25、27
29、30

◦ 私たちは各国の法およびその精神を遵守し､ お客様をはじめ事業活動に関わ
る全ての人々の個人情報保護の徹底に努めます。（基本理念1） 24、28

従業員 ◦ 私たちは､「事業活動の成功は従業員一人一人の創造力と優れたチームワーク
によってこそ達成される」との信念のもと、従業員を尊重し､ 個々人の成長を
支援します｡（基本理念5）

14

◦ 私たちは､ 均等な雇用機会を提供するとともに､ 従業員の多様性･一体感の
確保に努力します。また､ 従業員に対する差別を行いません｡（基本理念5） 5、6、10

◦ 私たちは､ 全従業員に対し公正な労働条件を提供し､ 安全かつ健康的な労働
環境を維持･向上するよう努めます。（基本理念5） 11、13

◦ 私たちは､ 事業活動に関わる全ての人々の人権を尊重し､ いかなる形であれ
強制労働･児童労働は行いません。（基本理念5） 3、4、9

 ◦ 私たちは､ 従業員との誠実な対話と協議を通じ､「相互信頼･相互責任」の
価値観を構築し共に分かち合います｡ そして､ 従業員と会社がお互いに繁栄
するよう共に努力します。

 　 私たちは、従業員が自由に結社する権利または結社しない権利を、事業活動
を行う国の法令に基づいて認めます。（基本理念5）

5、7
8、12

◦ 私たちは､ 経営トップの率先垂範のもと､ 倫理的な行動を促す企業文化を育て､
それを実践していきます。（基本理念1,5） 19、20

CSR方針「社会・地球の持続可能な発展への貢献」 ISO26000
該当No.

取引先 ◦ 私たちは､ サプライヤー ･販売店などの取引先を尊重し､ 長期的な視野に
立って相互信頼に基づく共存共栄の実現に取り組みます。（基本理念7） 21

◦ 私たちは､ 取引先の決定にあたっては､ 全ての候補に対しその国籍または
規模に関わらず門戸を開き､ その総合的な強みに基づき判断します｡

　（基本理念7）
37

◦ 私たちは､ 各国の競争法の規定と精神を遵守し､ 公正かつ自由な取引を維持
します。（基本理念1,7） 21

株主 ◦ 私たちは､ 株主の利益のために､ 長期安定的な成長を通じ企業価値の向上を
目指します｡（基本理念6） —

◦ 私たちは､ 株主および投資家に対して､ 事業･財務状況と成果の適時かつ
適正な開示を行います｡（基本理念1,6） 1

地域社会・
グローバル
社会

環境 ◦ 私たちは､ あらゆる事業活動を通じ環境保全に努め､ 環境と経
済を両立する技術の開発と普及に取り組むとともに､ 社会の幅
広い層との連携を図り､ 地球温暖化防止､ 生物多様性の保全等､
環境との調和ある成長を目指します｡（基本理念3）

15、16
17、18

社会 ◦ 私たちは､ 各国の文化･慣習･歴史および法令を尊重し､「人間
性尊重」の経営を実践します。（基本理念2） 2、7、8

◦ 私たちは､ 社会が求めるサステイナブル･モビリティの実現に
向けて､ 安全でクリーンかつ社会のニーズを満たす優れた技術
を常に追求します｡（基本理念3,4）

26、34

◦ 私たちは政府や取引先による贈収賄を許さず､ 行政府諸機関と
誠実かつ公正な関係を維持します｡（基本理念1） 19、20

社会貢献 ◦ 私たちは､ 事業活動を行うあらゆる地域において､ 独自にまたは
パートナーと協力して、コミュニティの成長と豊かな社会づくり
を目指し､ 社会貢献活動を積極的に推進します｡（基本理念2）

31、32
33、35
36、37
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より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮したユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

トヨタは、オリンピック、パラリンピックにおけるモビリティ、移動支援ロボット、モビ
リティサービスのカテゴリーのパートナーです
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